
取扱説明書
ドキュメントスキャナー

 

品番 KV-S1057C
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保証書別添付
 
• 「取扱説明書」ならびに「ご使用の前に（重要項目）」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
• 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。
• 本機は、お使いのコンピューター上には「KV-S1057C MK2」/「KV-S1027C MK2」と表示される場合があり

ます。また、ホームページより本機のドライバーを取得する際は「KV-S1057C MK2 / KV-S1027C MK2」用を
ダウンロードしてください。



はじめに
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 

商標および登録商標について
• Microsoft、Windows、Windows Vista、SharePoint、および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation

の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
• ISIS は、Open Text Corporation の登録商標または商標です。
• IBM®は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。
• Intel®、 Intel Core™ は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
• Adobe®および Acrobat Reader®は、Adobe の商標です。
• Google™および Google Chrome™ は Google LLC の商標です。
• Mozilla および Firefox は、米国およびその他の国における Mozilla Foundation の商標です。
• Bonjour は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
• その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。
 

本書の表記について
操作上お守りいただきたいことなど、大切な情報を以下のように表しています。

お願い 操作上、お守りいただきたい重要事項や、禁止事項が書かれています。
必ずお読みください。

お知らせ 操作の参考となることや補足説明を記載しています。

表記について
• Windows の正式名称は、Microsoft Windows operating system です。
• Windows Vista の正式名称は、Microsoft Windows Vista operating system です。
• 本書で説明に使用する画面は、実際に表示される画面と異なる場合があります。
• A4 サイズ：210 mm × 297 mm の定型原稿サイズです。
• dpi（dots per inch）：1 インチあたりのドット数です。スキャナーやプリンターの解像度の単位として用

いられます。dpi の値が高いほど、解像度は高くなります。

お知らせ
• （ ）でページが記載された箇所には参照先へのリンクがついています。Adobe 社の Acrobat Reader

DC をご使用の場合、参照先に移動後、「Alt」キーと「←」キーを同時に押すと元のページに戻れま
す。Acrobat Reader のご使用方法については、Acrobat Reader のヘルプをご参照ください。
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説明書の構成について
「取扱説明書」（本書）、「ご使用の前に（重要項目）」の 2 冊で構成されています。

取扱説明書 本機をご使用いただくうえで必要となる情報を詳しく説明していま
す。

ご使用の前に
（重要項目）

本機をご使用いただくうえで、特に重要な項目を説明しています。
また、本機の設置やソフトウェアのインストールについて、簡単にま
とめています。

 

ソフトウェアのヘルプについて
各ソフトウェアにはヘルプが付属しています。
ヘルプの閲覧方法については、「4.4.2 ヘルプの参照」（25 ページ）をご参照ください。
 

Software / Manual CD‑ROMの内容

ドライバー
デバイスドライバー
TWAIN*1

ISIS*1

アプリケーション Image Capture Plus*1*2

ユーティリティー

ユーザーユーティリティー*1

スキャンボタン設定ツール*3

スキャンサーバー設定ツール*4

ネットワークスキャナー選択ツール*4

ネットワーク設定ツール*5

Export Import Tool*6

ドキュメント*7
取扱説明書
コントロールシート*8

*1 USB 接続されたスキャナー、または「ネットワークスキャナー選択ツール」で指定されたスキャナーと接続することができます。
*2 Image Capture Plus は詳細な読み取り条件の設定ができる、当社のオリジナルアプリケーションです。
*3 本機を USB 接続で使用する場合に使用します。
*4 本機を LAN 接続で使用する場合に使用します。
*5 本機を LAN 接続で使用するための設定を行う場合に使用します。設定を行うときは本機を USB 接続します。
*6 PC 上の各種ソフトウェアの設定を別の PC へコピーするためのソフトウェアです。
*7 各ドキュメントは PDF ファイルです。正しく表示するには、Acrobat Reader のインストールが必要になります。
*8 コントロールシートについては「6.3.4 コントロールシートを使う」（56 ページ）をご参照ください。
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コンピューターのシステム環境
コンピューター CD‑ROM ドライブが使用可能な IBM PC/AT 互換機
CPU Intel Core 2 Duo 1.8  GHz 以上

インターフェース USB 3.2 Gen1（下位互換）
LAN（10Base-T／100Base-TX／1000Base-T）

推奨ブラウザー Internet Explorer 11／Mozilla Firefox 最新版／Google Chrome 最新
版

お知らせ
• システム環境の詳細については、Software / Manual CD‑ROM の［はじめにお読みください］をご参

照ください。
• コンピューターの動作環境またはアプリケーションによっては、本機の読み取り速度が異なる場合が

あります。
• USB 1.1 で接続した場合、本機の読み取り速度が遅くなります。USB 2.0／USB 3.0／USB 3.1／USB

3.2 インターフェースをご使用ください。
• USB ハブや USB 切替器に接続した場合、本機の動作は保証できません。
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ライセンスおよび著作権について
SNMPプロトコルのソフトウェア・ライセンス
This product contains Net-SNMP software and is using it based on the following license conditions.
 
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
 
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----
Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----
Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from

this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
 
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----
Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
 
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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SNMPプロトコルのソフトウェア・ライセンス
Also this product contains software which includes following notices and licenses.
 
Copyright 1988, 1989, 1990 by Carnegie Mellon University
Copyright 1989 TGV, Incorporated
All Rights Reserved
 
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and TGV not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without
specific, written prior permission.
 
CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU OR TGV BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
 

HTTPdプロトコルのソフトウェア・ライセンス
This product contains thttpd software that ACMELabs developed and is using it based on the following
license conditions.
 
Copyright 1995,1998,1999, 2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
All rights reserved.
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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1  製品の特長
 
ネットワーク機能
• 本機はネットワークに直接接続することができます。
 
プッシュスキャン
• コンピューターを操作せずに読み取りを開始できます。
 
プリセットスキャン
• あらかじめ設定した条件で、コンピューターを介さずに直接 FTP サーバーや共有フォルダーへの読み取

り、または E メールに読み取り画像を添付して送信することが可能です。
 
両面高速読み取り
• 画像タイプ（モノクロ／カラー）にかかわらず、高速での読み取りが可能です。
 
背景色切り替え機能
• 読み取り画像の背景を白、または黒に、ソフトウェアで切り替えできます。
 
重送検知機能
• 紙厚が異なる原稿を読み取る場合でも、重送を検出することが可能です。
 
重送スキップ機能
• 重送と検知して欲しくない原稿（封筒や、原稿に貼り付けた領収書など）を重送として検知し読み取りが

停止した場合でも、読み取りを再開できます。
 
カード読み取り
• 給紙トレイに最大 3 枚のカードをセットして読み取ることができます。
 
カード専用ガイド
• カード専用ガイドを使用することで、カードと紙の原稿を同時に読み取ることができます。
 
手差し給紙
• 手差し給紙を使用することで、複葉紙を読み取ることができます。
 
その他の特長
• 搬送路が大きく開くため、紙づまりの処理やお手入れが容易に行えます。
• ローラーの清掃、交換時期の目安となるカウンター機能の設定および確認ができます。
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2  お使いになる前に
2.1  正しくお使いいただくためのお願い
法律で禁じられていること
次のようなコピーは法律により罰せられますので十分ご注意ください。
• 法律でコピーを禁止されているもの

1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
2. 未使用の郵便切手類（切手、はがきなど）
3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類

• 注意を要するもの
1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部

数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券など

の切符類のコピーも避けてください。
• 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その

他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。
 

本機の取り扱い
• 湿度の高いときや、寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでください

本機が結露することがあります。そのまま使用しますと原稿読み取りが不十分となりますので、内部の
ローラーを乾いた柔らかい布でふき、暖かい部屋に１〜２時間放置して、内部が乾いてからご使用くださ
い。

• 直射日光の当たる場所や冷暖房機の近くに置かないでください
誤動作、変形、故障の原因になります。

• 静電気の発生しやすいじゅうたんなどの上には置かないでください
静電気が発生し、故障の原因になります。

• 長期間使用しないときは、節電のため本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてくだ
さい
本体の電源を切った状態でも、約 0.3 W の電力を消費しています。

• 必ず同梱の電源コード、USB ケーブルを使用してください
 

CD‑ROMの取り扱い
• CD‑ROMの表裏に文字を書いたり、紙を貼ったりしないでください

データが正常に読み取れなくなります。
• 信号面に触れないでください。また、持つときは、指紋や傷がつかないように持ってください

ラベルのない虹色の面は、データが書き込まれた信号面です。信号面が汚れると、データが正常に読み取
れなくなります。

• 長時間直射日光の当たるところや暖房機などの近くに放置しないでください
CD‑ROM が変形し、データが正常に読み取れなくなります。

• 投げたり、曲げたりしないでください
CD‑ROM に傷がついたり、変形したりすると、データが正常に読み取れなくなります。

 

2 お使いになる前に
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ローラークリーニングペーパーの取り扱い
ローラークリーニングペーパー（別売品）は、切り取り線（ ）をはさみなどで切って、袋から取り出して
ください。

1

• 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
• 40 ℃以上になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください。
• ローラーの清掃以外の目的には使用しないでください。
• ローラークリーニングペーパーに関しての詳細を知りたい場合は、安全データシート（SDS）などの資料

をご請求ください。
• 開封後は、すぐに使用してください。封を切ったまま長時間放置すると、ペーパー内のアルコール分が蒸

発し、クリーニング効果がなくなります。
• ローラークリーニングペーパーは、販売店でお求めください。

（品番：KV‑SS03NA）
 

その他のお願い
• 原稿を読み取る前に、クリップやステープルを必ずはずしてください

本機の破損や、原稿を傷める原因になることがあります。
• お手入れのときは、乾いた柔らかい繊維くずの出にくい布を使用してください

研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジンなどは使わないでください（変形、変色の原因になります）。
• 読み取り画像に精度・再現性を求められる用途に対しては、清掃などを行ってもお客様が必要とする画像

を実現できない場合があります。（印刷版下用途、網点画像の再現、蛍光マーカーの色調など）
 

2.2  本機で読み取る原稿や読み取ったデータの管理
本機で読み取る原稿や読み取ったデータの管理は、お客様の責任で行ってください。
• 重要な原稿は、読み取りの前後で枚数が一致していることを確認し、取り忘れなどのないようにしてくだ

さい。また、読み取った原稿を破棄するときは、読み取り画像を必ず点検したうえでお客様の責任で行っ
てください。

• 重要なデータは定期的にバックアップしてください。
• コンピューターやハードディスクなどの修理や廃棄をするときは、内部の画像データを完全に消去してく

ださい。
 

2.2 本機で読み取る原稿や読み取ったデータの管理
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2.3  セキュリティーについて
以下の損害については、弊社は責任を負いかねます。
• 本機の不正使用による損害
• ネットワークからの不正アクセスによる損害（本機をネットワークに接続する場合は、お客様側の責任

で、セキュリティー保護を考慮したネットワーク環境で使用してください。）
• お客様固有の情報の流出による、不測の損害
 

2.3.1  お客様が登録した情報の管理
ネットワーク設定、パスワード、E メールアドレスなど、お客様が本機に登録した情報の管理は、お客様の
責任にて行ってください。
• 修理のときなどに、本機に保存されたデータなどが変化／消失するおそれがあります。大切なデータを思

わぬトラブルから守るために、登録した情報は、メモなどに控えてください。
• 設定 Web は、必ずユーザー名とパスワードを設定後にご使用ください。（72 ページ）

– 簡単に類推できるようなパスワードを設定しないでください。
– パスワードの使い回しをしないでください。
– パスワードは他人に知られないようにしてください。
– パスワードは定期的に変更してください。

• 本機を修理に出す場合は、お買い上げの販売店へ依頼するようにしてください。
• 本機を廃棄、譲渡するときは、本機のすべての設定を消去してください。設定の消去については、「11.9 ス

キャナーの初期化」（118 ページ）をご参照ください。

2.3 セキュリティーについて
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2.4  同梱品を確認する
本機を設置する前に同梱品をご確認ください。万一、不足の品がありましたら、お買い上げの販売店にご連
絡ください。

同梱品 名称 備考

USB ケーブル —

Software / Manual CD-ROM ドライバー、アプリケーション、
ユーティリティー、ドキュメント

カード専用ガイド
出荷時は、カード専用ガイドは給
紙トレイに収納されています。

「6.3.3 カード専用ガイド」（51
ページ）をご参照ください。

ご使用の前に（重要項目） —

電源コード —

保証書 —

お願い
• 輸送用包装箱、緩衝材などの包装資材は、再包装時に必要になりますので大切に保管してください。
• Software / Manual CD-ROM のパッケージにはインストール時に必要なシリアル番号が記載されてい

ますので、大切に保管してください。
 

2.4 同梱品を確認する
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2.4.1  消耗品およびオプション品について
消耗品

品名 品番 備考

ローラー交換キット KV-SS061 「10.3 ローラーの交換」（100 ページ）をご参照く
ださい。

ローラークリーニングペーパー KV-SS03NA 「ローラークリーニングペーパーの取り扱い」（13
ページ）をご参照ください。

オプション品
品名 品番 備考

キャリアシート KV-SS077 「6.2.1.4 キャリアシート（KV‑SS077）」（38 ペー
ジ）をご参照ください。

Image Capture Plus アドイン
（1 ライセンス） KV-SS092*1

Image Capture Plus 他ソフト用の OCREngine を 2
台以上の PC にインストールする場合に必要です。

（1 ライセンス用）

Image Capture Plus アドイン
（10 ライセンス） KV-SS093*1

Image Capture Plus 他ソフト用の OCREngine を 2
台以上の PC にインストールする場合に必要です。

（10 ライセンス用）
Image Capture Plus

（ネットワークスキャン用 OCR
モジュール）

［10 ユーザーライセンス］
KV-SS094*1 「7 スキャンサーバー」（69 ページ）をご参照くだ

さい。

*1 CD-ROM のパッケージにはインストール時に必要なシリアル番号が記載されていますので、大切に保管してください。

お知らせ
• 消耗品やオプション品のご購入は、販売店までご連絡ください。

2.4.1 消耗品およびオプション品について
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3  各部のなまえとはたらき
3.1  本体
3.1.1  前面

10

11

12

14

13

1

2

3

4

5

67

9

8

 原稿ガイド
 カード専用ガイド

出荷時は、給紙トレイ内に収納されています。詳細は「6.3.3 カード専用ガイド」（51 ページ）をご参
照ください。

 手差し切替レバー
原稿の給紙方法を選択します。

：手差し給紙
：自動給紙

 操作パネル
詳細は「5 操作パネル」（26 ページ）をご参照ください。

 排紙トレイ
 排紙延長トレイ 1
 排紙延長トレイ 2
 排紙ストッパー
 排紙ガイド
 ファン排気口
 ADFドア
 ADFドア開閉レバー

：ADF ドアを開けるときに押します。
 給紙トレイ

：読み取る面を下向きにしてください。

：原稿からクリップやステープルをはずしてください。

3 各部のなまえとはたらき
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 給紙延長トレイ
 

3.1.2  背面

1 2 3

4
7

5

6

 セキュリティースロット
市販のセキュリティー用ケーブルを使用します。

 LANコネクター
 USBコネクター
 LANケーブル（同梱されていません）

電磁波放射限度に関する規定を順守するために、必ずシールドされた LAN ケーブルをご使用ください。
10BASE-T／100BASE-TX で接続するときは、カテゴリー 5 以上のケーブルをご使用ください。また、
1000BASE-T で接続するときは、エンハンスドカテゴリー 5 以上のケーブルをご使用ください。

 USBケーブル
 電源コード
 電源用コネクター

3.1.2 背面
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4  スキャナーを使えるようにする
4.1  設置に必要なスペース

操作をスムーズに行うには、次の図に示すように周囲からの距離を確保して設置してください。
 

300 mm

500 mm

272 mm

238 mm

400 mm

690 mm

 

4 スキャナーを使えるようにする
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4.2  本機を設置する
本機を移動させるときは、図のように本機を持ってください。

 

お願い
• 本機を移動させるときは、給紙トレイを持たないでください。

• 湿度の高いときや、寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでくださ
い。本機が結露することがあります。そのまま使用しますと原稿読み取りが不十分となりますので、
内部のローラーを乾いた柔らかい布でふき、暖かい部屋に１〜２時間放置して、内部が乾いてからご
使用ください。

• 本機を、熱源の近くなど特に高温になる場所に置かないでください。
• 本機を子供のいる場所で使用しないでください。

4.2 本機を設置する
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4.3  ソフトウェアをインストールする
• 初めて電源を入れた場合は、LCD に日付と時刻を設定する画面が表示されます。カーソルボタンの［ ］、

［ ］、［ ］、［ ］で値を選択し、OK ボタンで決定します。
• LCD で表示する言語は変更可能です。詳細は「6.1.3 LCD 表示言語の変更」（33 ページ）をご参照くだ

さい。

お願い
• ソフトウェアをインストールするときは、必ず管理者権限でログオンしてください。

 
Software / Manual CD‑ROM に収められているソフトウェアをインストールします。
必要に応じて、以下の 2 つのインストール方法から選択できます。
 
a. 全てインストール：すべてのドライバー、アプリケーション、ユーティリティー、および取扱説明書をま
とめてインストールできます。
b. カスタムインストール：必要なソフトウェアまたは取扱説明書を個別に選択してインストールできます。

お知らせ
• 通常は［全てインストール］を選択することを推奨します。

 

4.3 ソフトウェアをインストールする
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4.3.1  本機を USB接続で使用する場合
お願い

• ソフトウェアをインストールしたあとに、本機をコンピューターに接続してください。ソフトウェア
をインストールする前に本機をコンピューターに接続して電源を入れると、ソフトウェアが正しくイ
ンストールされない場合があります。ソフトウェアをインストールする前に本機をコンピューターに
接続して電源を入れた場合は、USB ケーブルをはずしてからソフトウェアをインストールしてくださ
い。

1. 本機の電源がオフになっていることを確認する
• 本機の電源を切るには、電源ボタン（ ）を 1 秒以上押します。
 

2. コンピューターの CD/DVD ドライブに Software / Manual CD‑ROM を挿入する
• セットアップ画面が表示されます。
• 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、［CDRun.exe］を選択します。
• セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD‑ROM の［CDRun.exe］をダブルク

リックしてください。
• 機種を選択する画面が表示された場合は、使用する機種を選択してください。
 

3. ［はじめにお読みください］を確認する
 

4. 左側の「ソフトウェア」から、インストール方法を選択する
• ［カスタムインストール］を選択した場合は、インストールする項目を選択してください。TWAIN ま

たは ISIS を選択した場合は、Image Capture Plus もインストールされます。
 

5. 画面に表示される指示に従って進み、インストールを完了する
• 本機の接続方法として［USB 接続］を選択してください。
• コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、コンピューターを再起動してください。
 

6. 本機に電源コードと USB ケーブルを接続する
 

7. 本機の電源を入れる（33 ページ）

4.3.1 本機を USB接続で使用する場合
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4.3.2  本機を LAN接続で使用する場合
ネットワーク関連の設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。

1. コンピューターの CD/DVD ドライブに Software / Manual CD‑ROM を挿入する
• セットアップ画面が表示されます。
• 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、［CDRun.exe］を選択します。
• セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD‑ROM の［CDRun.exe］をダブルク

リックしてください。
• 機種を選択する画面が表示された場合は、使用する機種を選択してください。
 

2. ［はじめにお読みください］を確認する
 

3. 左側の「ソフトウェア」から、インストール方法を選択する
• ［カスタムインストール］を選択した場合は、インストールする項目を選択してください。TWAIN ま

たは ISIS を選択した場合は、Image Capture Plus もインストールされます。
 

4. 画面に表示される指示に従って進み、インストールを完了する
• 本機の接続方法として［有線 LAN 接続］を選択してください。
• コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、コンピューターを再起動してください。
• スキャナー選択時にスキャナーが複数表示されるときは、本機のホスト名と同じスキャナーを選択し

てください。本機のホスト名は以下の手順で確認してください。
– スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押し →［ネットワーク設定］→［ホスト名］

 
DHCPサーバーを使用している場合：
IP アドレスに関しては［自動設定（DHCP）］を選択してください。
本機がネットワークに接続できない場合は、DHCP サーバーが正しく稼働していることを確認してくだ
さい。
 
DHCPサーバーを使用していない場合：
IP アドレスに関しては［手動設定（固定 IP）］を選択してください。
画面に表示される指示に従って本機とコンピューターを USB ケーブルで接続し、ネットワークに関する
設定を行ってください。（109 ページ）

お願い
• ネットワーク関連の機能が正しく設定されていることを確認してください。
• 本機を USB 接続で使用しない場合は、USB ケーブルをはずしてください。

4.3.2 本機を LAN接続で使用する場合
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4.3.2.1  LAN接続で使用するスキャナーの変更
LAN 接続で使用するスキャナーは以下の手順で変更できます。

1. ネットワークスキャナー選択ツールを起動する

2. 使用するネットワークスキャナーをチェックボックスで指定する

3. ［OK］をクリックする
 

4.3.2 本機を LAN接続で使用する場合
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4.4  インストールした取扱説明書およびヘルプの参照
以下の手順で取扱説明書およびソフトウェアのヘルプを参照できます。

4.4.1  取扱説明書の参照
1. ［すべてのプログラム］→［Panasonic］→［Scanner Manuals］を選択する

2. 取扱説明書を選択する
• 取扱説明書が表示されます。

お知らせ
• Windows 8、または Windows 10 をご使用の場合は、アプリ画面から［Panasonic Document

Scanner］セクションを選択してください。
 

4.4.2  ヘルプの参照
Image Capture Plus の場合
1. ［すべてのプログラム］→［Panasonic］→［Image Capture Plus］→［Image Capture Plus ヘルプ］を

選択する
 

ユーザーユーティリティーおよびスキャンボタン設定ツールの場合
1. ［すべてのプログラム］→［Panasonic］→［Scanner Tools］を選択する
2. 各ヘルプを選択する

お知らせ
• Windows 8、または Windows 10 をご使用の場合は、アプリ画面から［Panasonic Document

Scanner］セクションを選択してください。
 

ネットワークスキャナー選択ツール、スキャンサーバー設定ツールおよびネットワーク設
定ツールの場合
1. 各ツールを起動する
2. 各ツールの画面にあるヘルプボタンをクリックする
 

TWAIN および ISIS の場合
1. 各ドライバー画面にあるヘルプボタンをクリックする
 

Export Import Toolの場合
1. ツールを起動する
2. アイコン（ ）をクリックする

4.4 インストールした取扱説明書およびヘルプの参照
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5  操作パネル
1 2 3 4 5 6

7 8

 LED（赤）
エラーが発生したときに点灯します。

 LED（緑）
本機の状態を示します。

 電源ボタン（ ）
詳細は「6.1.1 本機の電源を入れる／切る」（33 ページ）をご参照ください。

 カーソルボタン
 スキップ／メニューボタン（ ）

• 重送または角折れした原稿を検知し、読み取りが一時停止した場合にこのボタンを押すと、画像を取
得し、読み取り処理を継続します。

• レディ中にこのボタンを押すと、プッシュスキャンのモードを変更します。詳細は「6.4 プッシュス
キャンを使う」（58 ページ）をご参照ください。

• レディ中にこのボタンを 1 秒以上長押しすると、LCD にメニュー画面が表示されます。詳細は
「5.3 LCD のメニュー画面」（30 ページ）をご参照ください。

• メニュー画面が表示されているときにこのボタンを押すと、前の画面に戻ります。
 スタート／ストップボタン（ ）

• 読み取り中にこのボタンを押すと、読み取りを停止します。
• プルスキャン時に、重送または角折れした原稿を検知し、読み取りが一時停止した場合にこのボタン

を押すと、画像を取得せずに読み取り処理を終了します。
• アプリケーションソフトウェアで「手差しモード」を［キー待ち］に設定している場合には、このボ

タンを押すと読み取りを開始します。「手差しモード」については、Image Capture Plus、TWAIN、ま
たは ISIS のヘルプをご参照ください。

• メニュー画面が表示されているときにこのボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。
 LCD

選択されたジョブ、エラーコード、メッセージ、ならびに本機の状態が表示されます。
 OKボタン

 

5 操作パネル
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5.1  LED表示について
以下の表に示すように、LED（赤）（ ）と LED（緑）（ ）の組み合わせで本機の状態を表します。

LED（赤） LED（緑） 本機の状態
消灯 消灯 電源オフ*1

消灯 点灯 レディもしくは動作中
消灯 点滅（高速） 準備中
消灯 点滅（高速：2 回連続点滅） 重送スキップモード
消灯 点滅（高速：3 回連続点滅） 角折れ検知スキップモード

消灯 点滅（低速） スリープ*2

クリーニングモード
点滅（低速） 点灯 注意メッセージあり*3

点滅（低速） 消灯 ネットワークエラー*4

点灯 消灯 エラー*5

*1 省電力モードの電源オフ機能が有効な場合、何も操作しない状態が続くと、自動的に本機の電源が切れます。本機を使用するため
には、再度電源ボタン（ ）を押して電源を入れてください。電源オフ機能の有効／無効、および電源が切れるまでの時間は変更
可能です。「5.3 LCD のメニュー画面」（30 ページ）をご参照ください。

*2 何も操作しない状態が 15 分以上続くと、消費電力削減のため自動的にスリープ状態になります。本機を使用するためには、電源
ボタン以外のいずれかのボタンを一度押してください。スリープ状態になるまでの時間は変更可能です。「5.3 LCD のメニュー画
面」（30 ページ）をご参照ください。

*3 注意メッセージの内容については、LCD の表示内容、およびユーザーユーティリティーで確認してください。
*4 ネットワークエラーの内容については、「11.11 エラーコードとエラーメッセージ」（122 ページ）をご参照ください。
*5 エラーの内容については、「11.11 エラーコードとエラーメッセージ」（122 ページ）をご参照ください。
 

5.1 LED表示について
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5.2  LCD表示について
本機の状態が、以下のように LCD に表示されます。

LCD表示 本機の状態

本機が準備中です。

USB ケーブルと LAN ケーブルが接続されていません。

USB ケーブルが接続されていません。

LAN ケーブルが接続されていません。

123

本機の状態、読み取り枚数カウンターが表示されます。
• ：以下のアイコンが表示されます。

アイコン 内容

システムカウンターが表示されています。

スキャンカウンターが表示されています。

ローラーの清掃時期です。

ローラーの交換時期です。

搬送路と読み取り面ガラスを清掃してください。

 

5.2 LCD表示について
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状態表示の例
G: nn
GROUP NAME

ジョブのグループ番号（2 桁の数字）とグループ名
プッシュスキャンモード：USB モード

J: nn
JOB NAME

ジョブの番号（2 桁の数字）とジョブ名
プッシュスキャンモード：USB モード／ネットワーク PC モード

PC: nn
PC NAME

コンピューターの番号（2 桁の数字）とコンピューター名
プッシュスキャンモード：ネットワーク PC モード

★: n
PRESET GROUP

プリセットグループの番号（1 桁の数字）とプリセットグループ名
プッシュスキャンモード：プリセットスキャンモード

PS: nn
PRESET NAME

プリセットの番号（2 桁の数字）とプリセット名
プッシュスキャンモード：プリセットスキャンモード

Unn
MESSAGE

エラーコードとエラーメッセージ
• 詳細は「11.11 エラーコードとエラーメッセージ」（122 ページ）をご参照く

ださい。

 

5.2 LCD表示について
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5.3  LCDのメニュー画面
メニュー画面は、スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しすると表示されます。カーソルボタ
ンの［ ］、［ ］で、［機能設定］、［カウンター］、［ネットワーク設定］、［メンテナンス］を選択し、OK ボ
タンで決定します。
メニュー画面が表示されているときにスキップ／メニューボタン（  ）を押すと、前の画面に戻ります。
メニュー画面が表示されているときに スタート／ストップボタン（ ）を押すと、ホーム画面に戻りま
す。

お知らせ
• 設定 WEB を使用して設定できる項目もあります。「8 設定 Web」（72 ページ）をご参照ください。
• ネットワーク設定ツールを使用して設定できる項目もあります。「11.2 USB 接続で、ネットワーク設

定を行う」（109 ページ）をご参照ください。
 

機能設定
各種の機能を設定します。カーソルボタンの［ ］、［ ］で項目を、カーソルボタンの［ ］、［ ］、［ ］、

［ ］で値を選択し、OK ボタンで決定します。

設定内容
項目 内容

バージョン 本機のファームウェアバージョンを表示します。
USB ID 本機の USB シリアルナンバーを表示します。
日付と時刻 本機の日付と時刻を設定します。
言語選択 LCD に表示する言語を設定します。
スリープモード時間（分） スリープモードに入るまでの時間（1 分 〜 120 分）を設定します。
電源オフ 電源オフ機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
電源オフ時間（時）

電源オフに入るまでの時間（15 分 〜 72 時間）を設定します。
電源オフ時間（分）
LCD コントラスト LCD のコントラスト（5 段階）を設定します。
ローラー清掃通知 ローラー清掃通知機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
ローラー交換通知 ローラー交換通知機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
読取面ガラス清掃通知 読取面ガラス清掃通知機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。

表示カウンター選択 LCD 画面に表示するカウンターを［スキャン］、［システム］から選択しま
す。

ホーム画面 ホーム画面を［USB ジョブ］、［プリセット］から選択します。

 

5.3 LCDのメニュー画面
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カウンター
カーソルボタンの［ ］、［ ］で設定するカウンターを選択し、OK ボタンで決定します。下記のカウンター
の種類が選択できます。

設定内容
項目 内容

スキャンカウンター 読み取り開始から終了までの間に読み取った枚数です。読み取り開始ごとに
クリアーされます。

システムカウンター 本機の工場出荷時からの通紙枚数です。

ローラー清掃通知
カウンター

前回のローラー清掃通知カウンタークリアーからの読み取り枚数です。ロー
ラー清掃後にクリアーしてください。詳細は「10.2.5 ローラー清掃通知カウン
ターのクリアー」（99 ページ）をご参照ください。

ローラー交換通知
カウンター

前回のローラー交換通知カウンタークリアーからの読み取り枚数です。ロー
ラー交換後にクリアーしてください。詳細は「10.3.1 ローラー交換通知カウン
ターのクリアー」（106 ページ）をご参照ください。

ローラー清掃通知
カウンタークリアー ローラー清掃通知カウンターをゼロ（0）にします。

ローラー交換通知
カウンタークリアー ローラー交換通知カウンターをゼロ（0）にします。

ローラー清掃通知
タイミング ローラー清掃の通知を出すまでの読み取り枚数を表示します。

ローラー交換通知
タイミング ローラー交換の通知を出すまでの読み取り枚数を表示します。

 

5.3 LCDのメニュー画面

31



ネットワーク設定
ネットワーク関連の設定をします。カーソルボタンの［ ］、［ ］で項目を、カーソルボタンの［ ］、［ ］、

［ ］、［ ］で値を選択し、OK ボタンで決定します。

設定内容
項目 内容

ネットワーク状態 ネットワークの状態を表示します。
DHCP DHCP の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。

AutoIP AutoIP の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。DHCP が無効の場合は変
更できません。

IP アドレス IP アドレスを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定されるため変更で
きません。

サブネットマスク サブネットマスクを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定されるため
変更できません。

デフォルト
ゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定され
るため変更できません。

DNS サーバー 1 プライマリー DNS サーバーを設定します。
DNS サーバー 2 セカンダリー DNS サーバーを設定します。
WINS サーバー 1 プライマリー WINS サーバーを設定します。
WINS サーバー 2 セカンダリー WINS サーバーを設定します。

HTTPd HTTPd の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
HTTPd を無効（オフ）にすると設定 Web は使用できません。

ホスト名*1 本機のホスト名を表示します。
MAC アドレス 本機の MAC アドレスを表示します。
認証タイプ ネットワークの認証タイプを表示します。

*1 入力できる文字については、「8.2.1 設定時に入力できる文字」（74 ページ）をご参照ください。
 

メンテナンス
設定内容

項目 内容

クリーニングモード クリーニングモードを開始します。詳細は「10.2.4 クリーニングモード」（98
ページ）をご参照ください。

5.3 LCDのメニュー画面
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6  操作
6.1  基本操作
6.1.1  本機の電源を入れる／切る

操作パネルについては、「5 操作パネル」（26 ページ）をご参照ください。
 

本機の電源を入れる
1. 電源ボタン（ ）を押す

• レディ LED （緑）が点滅したあと、点灯します。
 

本機の電源を切る
1. 電源ボタン（ ）を 1 秒以上（レディ LED（緑）が消灯するまで）押す
 

6.1.2  スリープ状態から復帰する
1. 電源ボタン（ ）以外のボタンを押す
 

6.1.3  LCD表示言語の変更
LCD で表示する言語は以下の手順で変更できます。

1. スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しする

2. OK ボタンで決定する

3. カーソルボタンの［ ］を 3 回押す

4. OK ボタンで決定する

5. カーソルボタンの［ ］、［ ］で、表示言語を選択する

6. OK ボタンで決定する
 

6.1.4  日付と時刻の変更
本機の日付と時刻は以下の手順で変更できます。

1. スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しする

2. OK ボタンで決定する

3. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［日付と時刻］を選択する

4. OK ボタンで決定する

5. カーソルボタンの［ ］、［ ］、［ ］、［ ］で値を設定する

6. OK ボタンで決定する

6 操作
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お知らせ
• 本機には、電源コードが接続されていない場合でも日付と時刻を保持するために電池が内蔵されてい

ます。
• 電池の寿命は 5 年です。
• 本機の日付と時刻が保持されなくなった場合は、販売店にご連絡ください。
 

6.1.5  ADFドアを開ける／閉める
ADFドアを開ける
1. ADF ドア開閉レバー（ ）を押して ADF ドア（ ）を開ける

2

1

 

ADFドアを閉める
1. 「カチッ」と音がするまで、両手で矢印方向にゆっくりと押し下げます。

 

6.1.5 ADFドアを開ける／閉める
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6.2  原稿を準備する
6.2.1  原稿について
お願い

• 読み取る前に、原稿にクリップやステープルが付いていないことを必ず確認してください。 本機の破
損や、原稿を傷める原因になることがあります。

• 原稿は、読み取る前にしわや折れ、カールがない状態にしてください。しわや折れ、カールのある原
稿は、紙づまりの原因または、原稿を傷める原因になることがあります。

 

6.2.1.1  読み取り可能な原稿
原稿サイズ：

幅

長さ

給紙方向

本機で読み取り可能な原稿サイズは、以下の通りです。
幅 48 mm 〜 216 mm

長さ

手差し給紙：
54 mm 〜 無制限*1

 
自動給紙：
54 mm 〜 356 mm

*1 「ロングペーパー」で、長い原稿の画像を分割して読み取ることが可能です。「ロングペーパー」については、Image Capture
Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。

 
原稿の厚み：
0.04  mm 〜 0.5  mm
 
原稿坪量：
20 g/m² 〜 413 g/m²
 
給紙容量：
100 枚（80 g/m² ／ 上質紙 ／ A6 〜 A4）
75 枚（80 g/m² ／ 上質紙 ／ リーガルまたは原稿長 100 mm 未満）

6.2 原稿を準備する
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原稿の種類：
• 上質紙
• ボンド紙
• 新聞紙

• 再生紙
• 広告はがき
• 手形

お知らせ
• 原稿の種類は上質紙を使用することを推奨します。

 
原稿のカールと折れ：
• 以下の条件を満たす必要があります。

カール

折れ

 
サイズが異なる原稿：
• 以下の条件を満たす必要があります。

幅 全ての原稿が同じ幅
長さ*1 長い原稿の長さが、短い原稿の長さの 2 倍以下
厚み 厚い原稿の厚みが、薄い原稿の厚みの 1.5 倍以下

*1 「レングスコントロール」で、画像の長さを自動的に調整して読み取ることが可能です。「レングスコントロール」については、
Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。

 

6.2.1 原稿について
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6.2.1.2  読み取り可能なカード
本機で読み取り可能なカードは、以下の通りです。
 

ISO形式のカード
サイズ 85.6 mm × 54 mm

厚み 0.76 mm
エンボス加工があるカードは 1.4 mm まで

お知らせ
• カードと紙原稿を一緒に読み取るときは、カード専用ガイド（51 ページ）を使用してください。
• エンボス加工があるカードに対応しています。エンボス加工があるカードを読み取るときは、読み取

り面を上にして、横置きにカードをセットしてください。
• 給紙トレイには最大 3 枚のカードをセットすることができます。
• 各カードのエンボス加工の部分がくっつかないようにしてください。
• うまく読み取れない場合は、カードを挿入する方向やカードの読み取り面を逆にするなどして読み

取ってください。
 

6.2.1.3  読み取り可能なパスポート
パスポートを読み取るには、キャリアシート（KV-SS077）を使用してください。（38 ページ）
本機で読み取り可能なカードは、以下の通りです。

パスポートサイズ
幅 130 mm 以下
長さ 188 mm 以下
厚み 4 mm 以下（キャリアシートを含む）

 

6.2.1 原稿について
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6.2.1.4  キャリアシート（KV‑SS077）
別売のキャリアシート（KV‑SS077）を使用すると、パスポートを読み取ることができます。読み取り可能
なパスポートについては、「6.2.1.3 読み取り可能なパスポート」（37 ページ）をご参照ください。

パスポートをキャリアシートにセットする方法
• ページの厚みが薄い方（写真があるページ）を図のようにキャリアシートの下部に合わせてください。
• パスポートがキャリアシートからはみださないようにしてください。

お知らせ
• キャリアシートの使用については、「6.2.2.1 キャリアシートを使用する場合」（47 ページ）をご参照

ください。
• キャリアシートやパスポートの傷、汚れなどの状態によっては正しく読み取れない場合や、設定した

画像処理機能が正常に動作しない場合があります。事前に読み取り結果を確認してください。
• ローラーが汚れていると、読み取った画像が伸びたり歪んだりします。その場合は、ローラーを清掃

してください。
• 読み取り画像に縦スジが現れる場合は、読み取り面ガラスとキャリアシートを清掃してください。清

掃しても縦スジが現れる場合は、キャリアシートの傷が原因であることが考えられます。キャリア
シートを交換してください。

6.2.1 原稿について
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6.2.1.5  読み取りが困難な原稿
お願い

以下の原稿は、使用しないでください。
• 紙以外の原稿
• サイズや厚みが規定を超える原稿
• 感熱紙や感光紙
• 金属やプラスチックのクリップ、ステープルなどが付いた原稿
• インク、朱肉などが乾ききっていない原稿
• 破れや傷、ギザギザのある原稿
• 四角以外の異形原稿
• ボンドまたはのりの付いた原稿
• OHP シートなどの透明な原稿
• トレーシングペーパーのような裏が透けた原稿

 
以下の原稿は、うまく読み取れない場合があります。
• カール、しわ、折り目のある原稿
• カーボン付き原稿
• ミシン目や穴のある原稿
• コーティング紙
• ノーカーボン紙のような化学処理された原稿
• 木材や金属を含む原稿
• 表面がつるつるした原稿や、光沢のある原稿
• 紙厚が一定でない原稿（貼りあわせ原稿など）
 

お知らせ
• 表面がつるつるした原稿や光沢のある原稿を搬送すると、原稿表面に傷が入る場合があります。
• 以下の種類の原稿を搬送すると、原稿や本機の内部が汚れる場合やローラーの寿命を縮める場合があ

ります。頻繁に清掃を行ってください。
– トナーや鉛筆の黒鉛の粉末を含む原稿
– 化学処理された原稿や、不純物を含む原稿
– コーティング紙
– カーボン付き原稿

6.2.1 原稿について
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6.2.1.6  読み取り原稿についてのお知らせ
• 読み取りが困難な原稿や、読み取り可能な原稿であっても、紙質によってはうまく読み取れない場合があ

ります。
読み取り画像が斜めになっている場合や、重送や紙づまりが発生する場合は、以下の方法で読み取ってく
ださい。
– ローラーとセンサーを清掃する

詳細は「10.2 内側の清掃」（90 ページ）をご参照ください。
– 給紙トレイにセットする原稿の枚数を減らす
– 縦置きを横置きに、または横置きを縦置きにする
– 読取条件で「搬送速度」を［低速］にする*1

– 手差し給紙で 1 枚ずつ読み取る
*1 読取条件の詳しい設定の方法は、Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。
 

• 特に重要な原稿を読み取る場合は、読み取り後作成された画像の数と実際に給紙トレイにセットした原稿
の枚数が一致しているかどうか、必ず確認してください。また、排紙された原稿の状態も確認してくださ
い。

 

6.2.1.7  重送検知についてのお知らせ
本機は原稿の重送を検知する超音波方式センサーを搭載し、紙厚が異なる原稿を読み取る場合でも、重送を
検出することが可能です。
• 読み取り可能な原稿以外では、重送検知されない場合があります。
• 読み取り可能なカードであっても、縦置きで読み取ると、誤って重送検知される場合があります。その場

合は、横置きで読み取るか、重送検知をオフにして読み取ってください。
• 重送検知を行うには、原稿の長さが 70mm 以上である必要があります。
• 手差し給紙を使用したときは、重送検知が無効になります。
 

6.2.1 原稿について

40



6.2.2  原稿をセットする
1. 給紙延長トレイを引き出す

 

2. 原稿ガイド（ ）を、セットする原稿サイズよりやや広めの位置に合わせる

1

 

3. 排紙ストッパーを起こす

 

6.2.2 原稿をセットする
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4. 排紙トレイ（ ）を引き出す

1

• 読み取り原稿が 150 mm を超える場合は、排紙延長トレイ（ 、 ）を開きます。

23

6.2.2 原稿をセットする
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• 排紙延長トレイ（ ）が本体の の部分に接触しないように、排紙トレイ（ ）をしっかりと引き出
してください。また、排紙延長トレイ（ ）を開くには、 の部分を押してください。

1

2

3

1

2

3

5

4

 

5. 原稿をさばく
• ステープルでとじられていた原稿やファイルされていた原稿は、重送などの防止のため、セットする

前によくさばいておく必要があります。
 原稿の各端をさばいて密着している束状の原稿を分離する
 原稿の両端を持って、曲げる
 原稿をしっかりとつかんで両側へ引っ張り、中央部に波状のふくらみを作って分離する

1

2 3

上記の手順を必要に応じて繰り返します。
 

6.2.2 原稿をセットする
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6. 原稿をきちんとそろえる
• 次の図のように原稿の束の先端部分が少し斜めになるようにそろえてください。

1 2

 

7. 読み取る面を下向きにして、給紙トレイに原稿を載せ、矢印方向に止まるまで挿入する
• 次の図（ ）のように原稿の束の先端部分が少し斜めになるようにそろえてください。

1

お願い
• 原稿は、原稿ガイドにある原稿最大量の表示位置（ ）を超えないようにセットしてくださ

い。
最大量を超えると、紙づまりや原稿のスキューの原因になります。

 

6.2.2 原稿をセットする
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8. 原稿ガイド（ ）を矢印方向に寄せ、原稿の幅に合わせる

1

 

9. 読み取り原稿が 150 mm 以下のときは、排紙トレイ（ ）の位置を調整して読み取り原稿の長さに合わ
せる

1

 

6.2.2 原稿をセットする
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お願い
• 原稿のカールや、紙づまりが発生する場合は、排紙ガイド（ ）を起こして読み取ってください。

1

• 150 mm を超える薄紙（40 g/m²以下）を解像度 301 dpi 以上で読み取る場合は、排紙トレイ（ ）の
み引き出し、排紙ストッパー（ ）を倒した状態で読み取ってください。

1

2

6.2.2 原稿をセットする
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6.2.2.1  キャリアシートを使用する場合
別売のキャリアシート（KV‑SS077）を使用すると、パスポートを読み取ることができます。キャリアシー
トついては「6.2.1.4 キャリアシート（KV‑SS077）」（38 ページ）をご参照ください。

1. 手差し給紙に設定する（50 ページ）

 

2. 読み取る面を下にして、図のようにキャリアシート（ ）を給紙トレイに載せる
• 原稿ガイド（ ）を矢印方向に寄せ、キャリアシートの幅に合わせてください。

2

1

 

6.2.2 原稿をセットする
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3. キャリアシート（ ）を矢印方向に止まるまで挿入する

1

お知らせ
• キャリアシートが給紙ローラーに届いていることを確認してください。

 

6.2.2 原稿をセットする
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6.3  原稿を読み取る
1. 原稿をセットする（41 ページ）

 

2. アプリケーションソフトウェアを使って原稿を読み取る
• アプリケーションの使用方法は、各アプリケーションのヘルプをご参照ください。
• アプリケーションを自動的に起動して原稿を読み取ることもできます（プッシュスキャン）。プッシュ

スキャンについては、「6.4 プッシュスキャンを使う」（58 ページ）をご参照ください。
• 読み取りが終了した原稿は、排紙トレイから取り除いてください。
 

6.3 原稿を読み取る
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6.3.1  背景色を変更する場合
ソフトウェアで、読み取り画像の背景を白、または黒に切り替えることができます。詳細は Image Capture
Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。
 

6.3.2  手差し給紙を使用する場合
手差し切替レバーで手差し給紙が選択できます。
• ：手差し給紙
• ：自動給紙

 
手差し給紙は原稿を分離せずに読み取りを行います。原稿を一枚ずつ給紙してください。
手差し給紙は、重要書類や複葉紙を読み取る場合に適しています。
通常の読み取りは、自動給紙でご使用ください。
 

お知らせ
• 手差し給紙を使用したときは、重送検知が無効になります。

 

6.3.1 背景色を変更する場合
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6.3.3  カード専用ガイド
カード専用ガイドを使用すると、原稿ガイドをカードの幅に合わせて調整する必要がなくなります。また、
紙原稿とカードを同時に読み取る際に発生しやすいカードの斜行読み取り（スキュー）を防止できます。
 

6.3.3.1  カード専用ガイドの取り付け
カード専用ガイドは給紙トレイの中に収納されています。カード専用ガイドを図のように取り付けてくだ
さい。
 

1. 本機から給紙トレイ（ ）を取りはずす
• 給紙トレイを図のように左側（ ）からはずしてください。

1

2

 

2. 給紙トレイ（ ）からカード専用ガイド（ ）を取り出す

1

2

 

6.3.3 カード専用ガイド
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3. 本機に給紙トレイ（ ）を取り付ける

1

 

4. 本機にカード専用ガイド（ ）を取り付ける

1

 

6.3.3 カード専用ガイド
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6.3.3.2  カード専用ガイドの取りはずし
カード専用ガイドを以下のように取りはずしてください。

1. 本機からカード専用ガイド（ ）を取りはずす

1

2. 本機から給紙トレイ（ ）を取りはずす
• 給紙トレイを図のように左側（ ）からはずしてください。

1

2

6.3.3 カード専用ガイド

53



3. 給紙トレイ（ ）にカード専用ガイド（ ）を取り付ける

1

2

4. 本機に給紙トレイ（ ）を取り付ける

1

 

6.3.3 カード専用ガイド
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6.3.3.3  カード専用ガイドを使用する
紙原稿は給紙トレイに、カードはカード専用ガイドにセットしてください。
• カード専用ガイドにセットしたカードは、紙原稿の読み取り後に読み取られます。
• 本機で読み取り可能なカードについては。「6.2.1.2 読み取り可能なカード」（37 ページ）をご参照くださ

い。
• エンボス加工があるカードに対応しています。エンボス加工があるカードを読み取るときは、読み取り面

を上にして、横置きにカードをセットしてください。
• 給紙トレイ、またはカード専用ガイドには最大 3 枚のカードをセットすることができます。
• 各カードのエンボス加工の部分がくっつかないようにしてください。
• うまく読み取れない場合は、カードを挿入する方向やカードの読み取り面を逆にするなどして読み取って

ください。

お知らせ
• カード専用ガイドを使用する場合は、原稿ガイドを A5 サイズより小さい位置に設定できません。
• カード専用ガイドを使用する際は、重ねた紙原稿の高さが 2 mm を超えないようにしてください（目

安は 80 g/m² の新紙で約 20 枚です）。
 

6.3.3 カード専用ガイド
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6.3.4  コントロールシートを使う
コントロールシートを読み取る原稿の間にはさんで読み取りを行うと、はさんだ位置で読取条件を変えるこ
とができます。また、はさんだ位置で保存先のフォルダーを変えることもできます。
 
• コントロールシートは、付属の CD‑ROM より印刷してご使用ください。

か

Sim
plex

あ 原稿

コントロールシート
コード

原稿

 

6.3.4.1  コントロールシートの機能
片面読み取り、両面読み取り、2 値化、256 階調グレー、カラー、ダイナミックスレッシュホールド、ディ
ザ、誤差拡散、ユーザー定義 No.1〜9、セパレーションシート
• コントロールシートの詳細については、Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプ「コントロー

ルシート検出」をご参照ください。
• セパレーションシートの詳細については、Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプ「セパレー

ションシート検出」をご参照ください。

6.3.4 コントロールシートを使う
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6.3.4.2  コントロールシートの印刷について
• 拡大／縮小をせずに、指定のサイズの用紙に印刷してください。
• 印刷後のパターンが用紙の上端から 25 mm、左右中央の位置にくるように調整してください。

用紙の左右中央

＜A4印刷の例＞

25 mm

• 読み取りの際は、読み取り原稿と同じサイズの用紙に印刷して使用してください。
• 汚したり、折り曲げたり、しわにならないようにしてください。正しく読み取ることができなくなりま

す。
• コントロールシートの詳細については、Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプ「コントロー

ルシート検出」をご参照ください。
 

コントロールシートの印刷手順
• コントロールシートを印刷するためには、お使いのコンピューターに Acrobat Reader がインストールさ

れている必要があります。
• 印刷条件の設定については、お使いのプリンターの説明書をご参照ください。
 

1. コンピューターの CD/DVD ドライブに付属の CD‑ROM を挿入する
• セットアップ画面が表示されます。

お知らせ
• 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、［CDRun.exe］を選択します。
• セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD‑ROM の［CDRun.exe］をダブル

クリックしてください。
• 機種を選択する画面が表示された場合は、使用する機種を選択してください。

2. 画面右側の「ドキュメント」から［コントロールシート］を選択する

3. 原稿と同じサイズのコントロールシートを印刷する

6.3.4 コントロールシートを使う
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6.4  プッシュスキャンを使う
6.4.1  プッシュスキャンの概要

本機はプッシュスキャンのモードを 3 つ持っています。
読み取り時に使用できる画像処理機能については、「11.1 読み取り時に使用できる機能」（107 ページ）をご
参照ください。

USBモード

Image Capture Plus
USB

• 本モードでは、USB 接続されたコンピューターに読み取ったデータを送信します。
• スキャナーと Image Capture Plus の両方で画像処理を行います。
• Image Capture Plus に、ジョブと［スキャンボタン設定］が事前に登録されている場合に有効です。
• 給紙トレイに原稿をセットしたとき（おくだけスキャン）、OK ボタンまたはスタート／ストップボタンを

押したとき（ワンプッシュスキャン）に、Image Capture Plus が自動的に起動します。
 

ネットワーク PCモード

Image Capture Plus

LAN

• 本モードでは、LAN 接続されたコンピューターに読み取ったデータを送信します。
• スキャナーと Image Capture Plus の両方で画像処理を行います。
• Image Capture Plus に、ジョブが事前に登録されている場合に有効です。
• スタート／ストップボタンが押されたときに、Image Capture Plus が自動的に起動します。
 

プリセットスキャンモード

LAN

• 本モードでは FTP サーバー、共有フォルダー、E メールに読み取ったデータを送信します。
• スキャナーのみで画像処理を行います。
• 設定 Web に、プリセットスキャンに関する設定が登録されているときに有効です。
 

6.4 プッシュスキャンを使う
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6.4.2  出力ファイル
出力される画像ファイル名は以下のようになります。

接頭文字 区切り文字 タイプ
コード 区切り文字 シーケンス

ID*1 ドット 拡張子

1〜15 文字*2 1 文字 1 文字 1 文字 5 文字 1 文字 3 文字
表示例
Panasonic_
DOC01

 
-

 
M

 
-

 
00001

 
.

 
jpg

*1 スキャナーの初期化を実行すると、全出力先への読み取り時に使用されるシーケンス ID もリセットされます。既存のデータが上
書きされないように、既存のフォルダーパスと異なるフォルダーパスを割り当てる必要があります。

*2 「場所」が選択された場合は最大 31 文字です。「組み合わせ」が選択された場合は最大 78 文字です。
 

接頭文字
接頭文字の種類 文字数 内容

ホスト名 3〜15
「IP 設定」（80 ページ）の"ネッ
トワーク設定"で設定してくださ
い。

日付と時刻 14

［日付形式］（76 ページ）で設定
された形式。
• MMDDYYYYhhmmss

• DDMMYYYYhhmmss

• YYYYMMDDhhmmss

任意文字列 1〜15 詳細は「読取設定」（78 ページ）
をご参照ください。

場所 1〜31
「IP 設定」（80 ページ）の"ネッ
トワーク設定"で設定してくださ
い。

組み合わせ 1〜78

以下の内容を組み合わせること
ができます。「読取設定」（78
ページ）の"ファイル名"で設定し
てください。
• ホスト名
• 日付と時刻
• 任意文字列
• 場所

6.4.2 出力ファイル

59



• "任意文字列"に使用できる文字
アルファベット大文字 A - Z
アルファベット小文字 a - z
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
特殊文字 ! # $ % & ' ( ) + , - ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~

 

区切り文字
アンダースコア _
ハイフン -
オフ

 

タイプコード

出力先 Eメール FTP 共有
フォルダー クラウド SharePoint

タイプ
コード M F S C P

 

シーケンス ID
シーケンス ID は、出力先ごとに管理される 5 桁の ID です。読み取りを行うと 1 つ加算され、"99999"以降
は"00001"に戻ります。
 

画像ファイルの制限
出力先 ファイル容量、ページ数 備考

E メール 5MB または 999 ページまで
E メールサイズは、最大 20MB ま
で設定可能です。詳細は「SMTP」

（82 ページ）をご参照ください。
共有フォルダー
FTP 512MB または 999 ページまで －

 

6.4.2 出力ファイル
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6.4.3  USBモード
以下の手順により、USB モードによるプッシュスキャンを行います。
 

Image Capture Plusにジョブ条件リストを登録する
1. Image Capture Plus を起動する

• 起動モードは［Image Capture Plus Standard］を選択します
2. ［スキャン設定］メニューで、［ジョブスキャンモード］を有効にする

お知らせ
• ［文書一覧］に文書が残っている状態では、［ジョブスキャンモード］を有効にできません。

3. ［スキャン設定］メニューで、［ジョブ条件リスト…］をクリックする
4. ［追加…］ボタンをクリックし、条件を設定する

• ［ジョブ設定］ダイアログボックスが表示されます。
5. ［設定保存］をクリックし、設定を保存する
 

Image Capture Plusに USBモードのプッシュスキャンで使用するジョブを登録する
1. Image Capture Plus を起動する

• 起動モードは［Image Capture Plus Standard］を選択します
2. ［オプション］メニューで、［アプリケーション設定…］をクリックする

• ［アプリケーション設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［スキャンボタン設定］タブを選択する

• グループごとに 10 件の設定が登録できます。
• ［動作］で［ジョブスキャン］を選択後、ジョブ条件を［ジョブ条件リスト…］で登録したジョブか

ら選択します。
4. ［OK］をクリックし、設定を保存する
 

［おくだけスキャン］、または［ワンプッシュスキャン］を選択する
• 本設定は USB モードのプッシュスキャン全てについて同じ設定となります。

1. 通知領域のアイコン（ ）をダブルクリックして、スキャンボタン設定ツールを起動する
• スキャンボタン設定ツールが起動します。

お知らせ
• Windows 8 をご使用の場合は、スキャンボタン設定ツールの起動はデスクトップ画面で行ってく

ださい。
2. ［おくだけスキャン］、または［ワンプッシュスキャン］を選択する
 

6.4.3 USBモード
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原稿を読み取る
以下のようにスキャナー本体を操作してください。

お知らせ
• ［文書一覧］に文書が残っている場合、Image Capture Plus は、プッシュスキャンのデータを受信で

きません。
1. スキップ／メニューボタン（ ）を押して、USB モードを選択する

2. カーソルボタンの［ ］、［ ］でグループを、［ ］、［ ］でジョブを選択する
• ［スキャンボタン設定］で登録したグループ名称、ジョブ条件が表示されます。

3. 給紙トレイに原稿をセットする
• ［おくだけスキャン］の場合は、本機に原稿をセットすると読み取りを開始します。
• ［ワンプッシュスキャン］の場合は、操作パネルの OK ボタン、またはスタート／ストップボタン

（ ）を押すと読み取りを開始します。
 

6.4.3 USBモード
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6.4.4  ネットワーク PCモード
以下の手順により、ネットワーク PC モードによるプッシュスキャンを行います。
 

ネットワークの設定を行う
1. 本機の LCD、ネットワーク設定ツール、設定 Web を使用してネットワークに関する設定を行う
 

データを受信するコンピューターにスキャナーを追加する
1. データを受信するコンピューターで、ネットワークスキャナー選択ツールを起動する
2. 使用するスキャナーを一覧に追加する
3. ［OK］をクリックする

• スキャナーからコンピューターが選択可能になります。
 

データを受信するコンピューターの Image Capture Plusにジョブを登録する
1. Image Capture Plus を起動する

• 起動モードは［Image Capture Plus Standard］を選択します
2. ［スキャン設定］メニューで、［ジョブスキャンモード］を有効にする

お知らせ
• ［文書一覧］に文書が残っている状態では、［ジョブスキャンモード］を有効にできません。

3. ［スキャン設定］メニューで、［ジョブ条件リスト…］をクリックする
4. ［追加…］ボタンをクリックする

• ［ジョブ設定］ダイアログボックスが表示されます。
5. 条件を設定する

お知らせ
• おくだけスキャンは使用できません。
• ジョブ設定の先頭 10 件が使用できます。
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原稿を読み取る
• Image Capture Plus は、［文書一覧］に文書が残っている場合、プッシュスキャンのデータを受信できま

せん。
• 以下のように本機を操作してください。
1. スキップ／メニューボタン（ ）を押してネットワーク PC モードを選択する

2. カーソルボタンの ［ ］、［ ］で、コンピューターを選択する

お知らせ
• OK ボタンを押すことで、選択中のコンピューターの IP アドレスを確認できます。再度 OK ボタ

ンを押すことで、元の画面に戻ることができます。
3. カーソルボタンの［ ］、［ ］で、ジョブを選択する

お知らせ
• ［ジョブ条件リスト…］で登録したジョブの先頭 10 件が使用できます。

4. 給紙トレイに原稿をセットする
5. スタート／ストップボタン（ ）を押して読み取りを開始する
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6.4.5  プリセットスキャンモード
以下の手順により、プリセットスキャンモードによるプッシュスキャンを行います。

ネットワークの設定を行う
1. 本機の LCD、ネットワーク設定ツール、設定 Web を使用してネットワークに関する設定を行う
2. 必要に応じてスキャンサーバーの設置を行う

• 読み取り時に使用する機能によっては、スキャンサーバーを設置する必要があります。また、出力先
を"クラウド"、または"SharePoint"にする場合は、必ずスキャンサーバーを設置する必要があります。

「7.1 スキャンサーバーが必要な機能」（69 ページ）をご参照ください。
• スキャンサーバーの設置については、「7.2 スキャンサーバーの設置方法」（70 ページ）をご参照く

ださい。
 

設定Webを使用して読み取り条件を本機に設定する
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［サーバー］タブを開き、使用する項目の設定を行う

詳細は「8.7 サーバータブ」（82 ページ）をご参照ください。
• E メールを使用する場合は、SMTP を設定します。
• 共有フォルダーを使用する場合は、共有フォルダーリストを設定します。
• FTP を使用する場合は、FTP サーバーリストを設定します。

3. ［スキャン］タブを開く

6.4.5 プリセットスキャンモード
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4. ［読取設定］サブメニューを開く

• 20 件まで登録できます。

5. 追加登録するために をクリックする

6. 条件を設定する
詳細は「8.5 スキャンタブ」（78 ページ）をご参照ください。

7. ［登録］をクリックして設定を登録後、［戻る］をクリックする

6.4.5 プリセットスキャンモード
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8. ［プリセットスキャン］サブメニューを開く

• 3 グループ、各 10 件（合計 30 件）まで登録できます。

9. 追加登録するために をクリックする

10. 条件を設定する

• 出力設定
– 出力方法を［E メール］、［共有フォルダー］、［FTP］、［クラウド］、［SharePoint］から選択しま

す。
– 共有フォルダー、FTP をご使用の場合、出力宛先は［サーバー］タブで設定したリストの中から

選択します。
–［クラウド］、［SharePoint］をご使用の場合、出力宛先は Image Capture Plus で設定したリストの

中から選択します。
• 読取設定

– 読取設定リストに登録した設定から選択します。
– 本画面で設定を登録することもできます。

6.4.5 プリセットスキャンモード
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お知らせ
• ［詳細設定］の をクリックすると、詳細設定項目が表示されます。

• ［転送完了通知］が［ディスプレイ］のとき、スキャン時に処理が完了したことを LCD に表示で
きます。

• ［転送完了通知］が［E メール］のとき、スキャン時に処理が完了したことを E メールで通知で
きます。送信先は、「SMTP」（82 ページ）の「発信元アドレス」になります。

11. ［登録］をクリックして設定を登録後、［戻る］をクリックする
• リストが追加されたことを確認してください。

 

原稿を読み取る
• 以下のように本機を操作してください。
1. スキップ／メニューボタン（ ）を押してプリセットスキャンモードを選択する

2. カーソルボタンの［ ］、［ ］でプリセットグループを、［ ］、［ ］でプリセットを選択する
3. 給紙トレイに原稿をセットする
4. スタート／ストップボタン（ ）を押す

• プリセットスキャンの設定で［出力先確認］がオンの場合は、LCD に出力先が表示されます。確認
後、再度スタート／ストップボタン（ ）を押してください。

• プリセットスキャンの設定で［出力先確認］がオフの場合は、原稿の読み取りを開始します。
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7  スキャンサーバー
7.1  スキャンサーバーが必要な機能

ネットワークを使用した読み取りを行う場合、一部の機能を使用するにはスキャンサーバーの設置が必要で
す。スキャンサーバーが設定されていない場合は、読み取ったデータは直接出力先に送信されます。

LAN 

スキャンサーバーが設定されている場合は、読み取ったデータは必要に応じてスキャンサーバーを通じて出
力先に送信されます。スキャンサーバーはバックグラウンドで動作しますので、ユーザーが読み取り時にス
キャンサーバーを指定する必要はありません。

 

LAN 

スキャンサーバーを設置するには、オプション CD-ROM［KV-SS094］が必要です。オプション CD-ROM
を使わず同梱 CD-ROM を使用する場合は、機能が制限されます。
詳細は「11.1 読み取り時に使用できる機能」（107 ページ）をご参照ください。

お知らせ
• スキャンサーバーは、常にログインされた状態で起動している必要があります。スリープ等の省電力

モードの機能は使用しないでください。
• スキャンサーバー用に、専用のコンピューターを準備してください。
• 出力先を"クラウド"または"SharePoint"にする場合は、スキャンサーバーを必ず設定する必要がありま

す。
• 出力先を"E メール"、"FTP"または"共有フォルダー"にする場合は、スキャンサーバーを設定すると使

用できる画像処理機能が追加されます。詳細は「11.1 読み取り時に使用できる機能」（107 ページ）
をご参照ください。

• 以下の場合、スキャンサーバーは必要ありません。
– 出力先が LAN 接続されたコンピューター
– プルスキャン

• クラウド出力、Share Point 出力の詳細な設定は、Image Capture Plus を起動して、以下の手順で表示
される画面から行ってください。
クラウド出力の場合：（最大 50 件）
–［オプション］ ［Scan to PC 設定 / スキャンサーバー設定…］ ［スキャンサーバー設定 - ク

ラウド…］
SharePoint出力の場合：（最大 50 件）
–［オプション］ ［Scan to PC 設定 / スキャンサーバー設定…］ ［スキャンサーバー設定 -

SharePoint…］
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7.2  スキャンサーバーの設置方法
オプション CD-ROM［KV-SS094］を使用する場合
1. スキャンサーバーにしたいコンピューターの CD/DVD ドライブにオプション CD-ROM［KV-SS094］

を挿入する
• セットアップ画面が表示されます。
• 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、［CDRun.exe］を選択します。
• セットアップ画面が表示されない場合は、オプション CD-ROM［KV-SS094］ の［CDRun.exe］を

ダブルクリックしてください。
2. 画面に表示される指示に従って進み、インストールを完了する

• オプション CD-ROM［KV-SS094］のインストールにはシリアルナンバーの入力が必要です。
• シリアルナンバーは、オプション CD-ROM［KV-SS094］のパッケージに記載されています。

3. スキャンサーバー設定ツールを以下の手順で起動する
• ［すべてのプログラム］ ［Panasonic］ ［Scanner Tools］ ［スキャンサーバー設定ツー

ル］

お知らせ
Windows 8、または Windows 10 をご使用の場合は、アプリ画面から［Panasonic Document
Scanner］セクションを選択してください。

4. このコンピューターをスキャンサーバーに設定する
• "ライセンス：インストール済"と表示されます。

5. 各スキャナーにスキャンサーバーとしてこのコンピューターを設定する
• 詳細はスキャンサーバー設定ツールのヘルプをご参照ください。

 

Software / Manual CD-ROMを使用する場合
使用可能な機能に制限があります。（107 ページ）
1. スキャンサーバーにしたいコンピューターの CD/DVD ドライブに Software / Manual CD-ROM を挿入

する
• 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、［CDRun.exe］を選択します。
• セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD-ROM の［CDRun.exe］をダブルク

リックしてください。
• 機種を選択する画面が表示された場合は、使用する機種を選択してください。

2. ［全てインストール］を選択する
3. 画面に表示される指示に従って進み、インストールを完了する
4. スキャンサーバー設定ツールを以下の手順で起動する

• ［すべてのプログラム］ ［Panasonic］ ［Scanner Tools］ ［スキャンサーバー設定ツー
ル］

お知らせ
Windows 8、または Windows 10 をご使用の場合は、アプリ画面から［Panasonic Document
Scanner］セクションを選択してください。

5. このコンピューターをスキャンサーバーに設定する
• "ライセンス：未インストール"と表示されます。

7.2 スキャンサーバーの設置方法
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6. 各スキャナーにスキャンサーバーとしてこのコンピューターを設定する
• 詳細はスキャンサーバー設定ツールのヘルプをご参照ください。

7.2 スキャンサーバーの設置方法
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8  設定Web
ネットワークスキャナー選択ツールから起動したブラウザーで、各種の設定を行うことができます。

お知らせ
• 本体 LCD を使用して設定できる項目もあります。「5.3 LCD のメニュー画面」（30 ページ）をご参照

ください。
• Internet Explorer 11 で「イントラネットを互換表示で表示する」がチェックされていると、設定 Web

が 正常に表示されない場合があります。
 

8.1  設定Webを開く
1. ネットワークスキャナー選択ツールを起動する

2. 設定 Web を開くスキャナーの上でクリックし、反転表示させる

お知らせ
• プルスキャンで使用するネットワークスキャナーをチェックボックスで指定します。

3. ［設定 Web］をクリックする
• ブラウザーが起動します。

お願い
• 情報タブを除いて、設定 Web をご使用になるには"ユーザー名"と"パスワード"の設定が必要です。

パスワード設定画面が表示された場合は、"ユーザー名"と"パスワード"を設定してください。詳細
は、「パスワード設定」（85 ページ）をご参照ください。
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8.2  ブラウザーでの基本操作
• 以下の説明を参照してブラウザーを操作してください。

 動作 備考

［簡単セットアップ
ウィザード］

設定に必要な画面を自動的に表示す
るための「簡単セットアップウィ
ザード」（84 ページ） の画面を表
示します。

－

［更新］ 表示を更新します。  

［登録］ 設定した内容で登録します。 ［登録］をクリックしないと変更され
ません。

［戻る］ サブメニューから元の画面に戻りま
す。 －

［テスト］

「SMTP」（82 ページ）、「共有フォ
ルダー」（82 ページ）、「FTP」（83
ページ）、 「7 スキャンサーバー」

（69 ページ）設定時に、サーバーへ
の接続ができるかテストを行いま
す。

テスト結果が表示されます。
「SMTP」の接続テストでは、入力し
た E メールアドレスに E メールを送
信します。

リストの編集画面を開きます。 －

リストを削除します。 －

リストを追加します。 －

   別のリストを表示します。 －

お知らせ
• 設定を変更する場合は、編集後 30 分以内に［登録］をクリックしてください。編集後 30 分以上経過

した場合 は、［更新］をクリック後、再度編集をしてください。
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8.2.1  設定時に入力できる文字
文字入力欄には以下の文字が使用できます。
アルファベット大文字 A - Z
アルファベット小文字 a - z
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
特殊文字 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

お知らせ
• 共有フォルダーのパスには全角文字を使用できます。
• 以下の文字は、フォルダーのパスに使用できません。

共有フォルダー * / < > ? |
FTP " * , ; < > ? |

• 出力ファイル名の"任意文字列"に使用できる文字については「"任意文字列"に使用できる文字」（60
ページ）をご参照ください。

 

"ホスト名"で使用できる文字
アルファベット大文字 A - Z
アルファベット小文字 a - z
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
特殊文字 -

 

"場所"で使用できる文字
アルファベット大文字 A - Z
アルファベット小文字 a - z
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
特殊文字 ! # $ % & ' ( ) + , - ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~

8.2.1 設定時に入力できる文字
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8.3  情報タブ
• 本機の基本的な状態や情報を表示します。

［FAQ（CXX エラー）へのリンク］をクリックすると、FAQ サイトが表示されます。
 

 
 

8.3 情報タブ
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8.4  機能タブ
• スキャナーの基本機能や、メンテナンスに関する設定を登録します。

 
ユーザー設定

項目 内容
USB ID 本機の USB シリアルナンバーを表示します。
言語選択 本機の LCD、ならびに設定 Web の言語を設定します。
スリープ スリープモードに入るまでの時間（1 分 〜 120 分）を設定します。
電源オフ 自動電源オフ機能を設定します。（15 分 〜 72 時間）
ローラー清掃通知

有効（オン）／無効（オフ）を設定します。ローラー交換通知
読取面ガラス清掃通知

表示カウンター選択 本体 LCD のホーム画面に表示するカウンターを［スキャン］、［シス
テム］から 選択します。

日付形式 日付の表示形式を、MMDDYYYY／DDMMYYYY／YYYYMMDD から
選択します。

プレフィックス除去
(E メール件名)

有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
• オフ：E メール件名は、「<ホスト名>:<タイプコード>:<シーケンス

ID> <ユーザーが定義した件名>」になります。
• オン：E メール件名は「<ユーザーが定義した件名>」になります。

ただし、SMTP サーバーのテスト、エラー通知、転送完了通知の場
合は、発信元を明確にするためにプレフィックスは E メール件名
から除去されません。
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カウンター
項目 内容

スキャン 読み取り開始から終了までの間に読み取った枚数です。読み取り開
始ごとにクリアーされます。

システム 本機の工場出荷時からの通紙枚数です。

ローラー清掃通知カウンター 前回のローラー清掃通知カウンターをクリアーしてからの読み取り
枚数です。ローラー清掃後にクリアーしてください。

ローラー交換通知カウンター 前回のローラー交換通知カウンターをクリアーしてからの読み取り
枚数です。ローラー交換後にクリアーしてください。

ローラー清掃通知タイミング ローラー清掃の通知を出すまでの読み取り枚数を設定します。
ローラー交換通知タイミング ローラー交換の通知を出すまでの読み取り枚数を設定します。

 
日付と時刻

項目 内容

日時設定
「PC の時計を使用する」をチェックすると、［登録］ボタンが押され
たタイミングで、 本機はその時点の日時をコンピューターから取得
します。

「登録」ボタンが押されると、チェックは解除されます。
日付 日付を設定します。
時間 時間を設定します。
タイムゾーン タイムゾーンを設定します。

 

8.4 機能タブ
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8.5  スキャンタブ
• プッシュスキャンに関する設定を登録します。

 

読取設定
項目 設定

基本設定 名前（15 文字まで）／読取方法／原稿サイズ／画像タイプ／解像度

詳細設定

ダイナミックスレッシュホールド／自動明るさ補正／明るさ／コン
トラスト／傾き補正／回転／空白ページスキップ／ノイズ除去／境
界削除／パンチ穴除去／背景均一化／背景白化／重送検知／バー
コード／継続読取モード／ロングペーパー／セパレーションシート
検出

ファイルの種類 PDF／TIFF／JPEG／PDF/A／PDF（検索可能）／PDF/A（検索可能）
PDF パスワード PDF パスワードの（オン／オフ）を設定します。
パスワード パスワード（0〜8 文字）を設定します。
JPEG 品質 JPEG 品質（低／中／高）を設定します。
高圧縮 高圧縮（オン／オフ）を設定します。
ファイル設定 ファイルの形式（シングルページ／マルチページ）を設定します。
言語選択 検索可能 PDF の言語を選択します。
ページ指定 検索可能 PDF の検索可能ページ範囲（1〜9999）を設定します。

ファイル名 ファイル名（ホスト名／日付と時刻／任意文字列*1（15 文字まで）／
場所（31 文字まで）／組み合わせ（78 文字まで））を設定します。

区切り文字 アンダースコア／ハイフン／オフ
任意文字列 ファイル名に使用される任意文字列*1（15 文字まで）
管理 リストをリセットします。

*1 使用できる文字については「"任意文字列"に使用できる文字」（60 ページ）をご参照ください。
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プリセットスキャン
項目 設定

グループ名 グループ G01〜G03 の選択とグループ名（15 文字まで）の編集を行
います。

管理 表示しているグループの内容をすべて削除します。
インデックス プリセットの名前を設定します。（15 文字まで）

出力設定

出力先を設定します。
E メール：宛先（1）／宛先（2）／宛先（3）／宛先（4）／宛先（5）
／件名/コメント（15 文字まで）*1

共有フォルダー：出力宛先
FTP：出力宛先
クラウド：出力先
SharePoint：出力先

読取設定 「読取設定」（78 ページ）をご参照ください。

出力先確認 プッシュスキャン開始時に、出力先の確認ダイアログを表示する機能
の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。

転送完了通知

プッシュスキャンの処理が完了したことを通知する機能（オフ／ディ
スプレイ／E メール）を設定します。
• オフ：通知しません。
• ディスプレイ：LCD に表示します。
• E メール：E メールで「発信元アドレス」に通知します。送信先

は、「SMTP」（82 ページ）の「発信元アドレス」になります。

*1 E メール件名は、「<ホスト名>:<タイプコード>:<シーケンス ID> <ユーザーが定義した件名>」になります。
「プレフィックス除去」が［オン］のとき、E メール件名は「<ユーザーが定義した件名>」になります。 ただし、SMTP サーバー
のテスト、エラー通知、転送完了通知の場合は、発信元を明確にするためにプレフィックスは E メール件名から除去されません。

 

スキャンログ
本機のログと、E メール通知の結果（最後の 1 件のみ）を表示します。
 

8.5 スキャンタブ

79



8.6  ネットワークタブ
• ネットワーク関連の設定を登録します。

 

IP 設定
項目 設定

ネットワーク設定 MAC アドレス／ホスト名*1／場所*2（31 文字まで）

IP アドレス DHCP／AutoIP／IP アドレス／サブネットマスク／デフォルトゲー
トウェイ

DNS サーバー プライマリー／セカンダリー
WINS サーバー プライマリー／セカンダリー
ファイヤーウォール IP フィルター／フィルター（IPv4）

*1 ホスト名は、標準では「機種名_MAC アドレスの一部」です。他のスキャナーと重複しない名称にする必要があります。使用でき
る文字については「"ホスト名"で使用できる文字」（74 ページ）をご参照ください。

*2 設置場所などをコメントで入力できます。使用できる文字については「"場所"で使用できる文字」（74 ページ）をご参照ください。
 

Bonjour
項目 設定

サービス 本機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。
サービス名 本機の Bonjour サービス名を設定します。（63 文字まで）

 

WSD
項目 設定

サービス 本機能の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。

 

8.6 ネットワークタブ
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SSL／TLS
項目 設定

設定 設定／セキュリティレベル

証明書 インストール状態／CRT キー生成／自己署名証明書／証明書署名リ
クエスト／証明書インストール／証明書の内容

8.6 ネットワークタブ
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8.7  サーバータブ
• SMTP サーバー、共有フォルダー、FTP サーバー、スキャンサーバーに関する設定を登録します。

 

SMTP
項目 内容

アカウント 発信元アドレス（63 文字まで）

SMTP 設定 アドレス（63 文字まで）／SSL/TLS の有効（オン）無効（オフ）／
ポート番号

設定
E メールサイズ／エンコードタイプ／認証タイプ*1／SMTP ユーザー
名（63 文字まで）／SMTP パスワード（31 文字まで）／POP サー
バードメイン名（63 文字まで）／POP ポート番号／POP ユーザー名

（63 文字まで）／POP パスワード（31 文字まで）

*1 SMTP-AUTH／POP Before SMTP

お知らせ
• E メールサイズは、出荷時は 5MB に制限されています。最大 20MB まで設定可能です。

 

共有フォルダー
項目 内容

共有フォルダーリスト 共有フォルダーを登録します。（最大 20 件）
管理 リストをすべて削除します。
インデックス 名前（15 文字まで）

アカウント ドメイン/ワークグループ（63 文字まで）／ユーザー（20 文字まで）
／パスワード（31 文字まで）

フォルダーパス パス（255 文字まで）

 

8.7 サーバータブ
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FTP
項目 内容

FTP サーバーリスト FTP サーバーを登録します。（最大 10 件）
管理 リストをすべて削除します。
インデックス 名前（15 文字まで）

FTP サーバー サーバーアドレス（63 文字まで）／プロトコル*1／ポート番号／パッ
シブモード／フォルダーパス（255 文字まで）

認証 方式／ユーザー（31 文字まで）／パスワード（31 文字まで）／鍵*2

*1 "FTP"、"FTPS（Explicit）"および"SFTP" をサポートしています。FTP への送信は、アカウント情報などが漏洩するリスクがあり
ます。

*2 詳細は「11.4 SFTP 公開鍵認証」（112 ページ）をご参照ください。
 

スキャンサーバー
スキャンサーバーにするコンピューターを設定します。スキャンサーバーについての詳細は「7 スキャン
サーバー」（69 ページ）をご参照ください。

8.7 サーバータブ
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8.8  管理者タブ

 

簡単セットアップウィザード
項目 設定

Scan to E メールを設定する

設定に必要な画面を自動的に表示していきます。画面に従うことに
より必要な設定を完了できます。

Scan to FTP を設定する
Scan to 共有フォルダーを
設定する
読取設定を設定する

 

情報警告
項目 設定

SMTP 設定 通知メールに使用する SMTP サーバーを設定します。
情報警告 本機能の有効（オン）、無効（オフ）を設定します。

No.1／No.2／No.3 ローラー交換、ローラー清掃、システムエラーに関する通知を 3 つの
アドレスに通知することができます。

情報 スキャナーが正常に通信できた最終日時が表示されます。

 

8.8 管理者タブ
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インポート/エクスポート
項目 設定

モード モード（インポート／エクスポート）を選択します。

項目 項目（全ての項目／機能／読取設定／プリセットスキャン／ネット
ワーク／サーバー／情報警告）を選択します。

ファイル設定 ファイル名（255 文字まで）／パスワード（16 文字まで）

詳細は「11.6 インポート/エクスポート」（115 ページ）をご参照ください。
 

バックアップ/リストア
項目 設定

モード モード（バックアップ／リストア）を選択します。
ファイル設定 ファイル名（255 文字まで）／パスワード（16 文字まで）

詳細は「11.7 バックアップ/リストア」（116 ページ）をご参照ください。
 

パスワード設定
項目 設定

ユーザー名 ユーザー名（15 文字まで）を設定します。
パスワード パスワードを設定します。

お願い
• パスワードには以下の条件があります。

– 文字数は 8 文字以上、16 文字以下であること。
– 以下の文字種類から少なくとも 3 つを含むこと。

アルファベット大文字 A - Z
アルファベット小文字 a - z
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
特殊文字 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

• 簡単に類推できるようなパスワードを設定しないでください。
• パスワードの使い回しをしないでください。
• パスワードは他人に知られないようにしてください。
• パスワードは定期的に変更してください。
 

お知らせ
• ユーザー名またはパスワードが不明になった場合、本機を初期化することでユーザー名およびパス

ワードをリセットすることができます。詳細は「11.9 スキャナーの初期化」（118 ページ）をご参照
ください。

8.8 管理者タブ
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ファームウェアアップデート
設定 Web を表示しているスキャナーのファームウェアをアップデートします。
詳細は「11.8 ファームウェアアップデート」（117 ページ）をご参照ください。
 

スキャナーの初期化
設定 Web を表示しているスキャナーの設定を出荷状態にします。
詳細は「11.9 スキャナーの初期化」（118 ページ）をご参照ください。
 

8.8 管理者タブ
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9  原稿がつまったとき
先端の折れ曲り、破れのある原稿や薄い紙の原稿などは、読み取り時に紙づまりの原因になります。原稿が
つまった場合は、下記の要領でつまった原稿を取り除いてください。
 

1. 給紙トレイの原稿を取り除く

2. ADF ドアを開ける（34 ページ）

3. つまった原稿を取り除く
• 原稿が給紙トレイ側でつまっている場合は、原稿を次の図のように引いて取り出します。

• 原稿が排紙トレイ側でつまっている場合は、原稿を次の図のように引いて取り出します。

 

4. ADF ドアを閉める（34 ページ）

お願い
• 本機内部に原稿が残っていないことを確認してから ADF ドアを閉めてください。

9 原稿がつまったとき

87



• プッシュスキャン時には、画面にメッセージが表示されます。その内容に従って操作してくださ
い。以下から処理を選択できます。
– スキャンした画像を削除し、スキャンを中止
– スキャンした画像を転送し、スキャンを中止
– スキャンした画像を転送し、スキャンを継続

9 原稿がつまったとき
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10  日常のお手入れ
10.1  外側の清掃
お願い

• 本機を移動する場合は、電源コード、USB ケーブル、LAN ケーブルをはずしてください。
• 市販のクリーナー、洗剤、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください（変形、変色、破損など

の原因になります）。
• 1 ヵ月に一度、以下の手順で行ってください。

1. 少量の水を含ませた柔らかい布で本機の外側をふく

2. ブラシでファン排気口（ ）の汚れやほこりを取り除く

1

10 日常のお手入れ
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10.2  内側の清掃
以下の清掃用品を準備してください。
乾いた柔らかい布

（繊維くずの発生しにくいもの）
搬送路や読み取り面ガラスの清掃に使用します。

細めの綿棒 センサーの清掃に使用します。

ローラークリーニングペーパー
（KV-SS03NA）

各ローラーの清掃にご使用されることを推奨します。
ローラークリーニングペーパーをお持ちでない場合は、イソプロピル
アルコール、または水を少量含ませた柔らかい布をご使用ください。

お願い
• 本機の電源を切って、電源コード、USB ケーブル、LAN ケーブルをはずしてください。
• 目安として、8,000 枚読み取りごとに内側を清掃してください。ただし、この目安は読み取る原稿に

よっても異なります。安定した読み取りを行うために、こまめに清掃してください。
• 紙づまりまたは重送が頻繁に発生する場合は、ローラーおよびセンサーを清掃してください。
• 重送検知が正しく動作しない場合は、重送検知センサーを清掃してください。
• 読み取り画像に黒または白い線が出る場合は、読み取り面ガラスを清掃してください。
• 本機の部品を壊さないよう注意してください。
• 本機の清掃に、引火性のエアゾールクリーナーを使用しないでください。
• 市販のクリーナー、洗剤、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。（変形、変色、破損など

の原因になります）
 

1. ADF ドアを開ける （34 ページ）

2. 搬送路、読み取り面ガラス、センサー、およびローラーを清掃する
• 搬送路と読み取り面ガラス、センサー、ローラーの順に清掃してください。
• 清掃方法の詳細については、以下をご参照ください。

–「10.2.1 搬送路と読み取り面ガラスの清掃」（91 ページ）
–「10.2.2 重送検知センサーと始端センサーの清掃」（92 ページ）
–「10.2.3 ローラーの清掃」（93 ページ）

3. ADF ドアを閉める（34 ページ）

4. 本機の電源を入れる（33 ページ）

5. ローラー清掃通知カウンターをゼロ（0）にする
• 詳細は「10.2.5 ローラー清掃通知カウンターのクリアー」（99 ページ）をご参照ください。

10.2 内側の清掃
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10.2.1  搬送路と読み取り面ガラスの清掃
1. 乾いた柔らかい布で、搬送路（ ）と読み取り面ガラス（ ）の汚れをふき取る

• 汚れが落ちないときは、水を少量含ませた柔らかい布をご使用ください。

1

2

 

10.2.1 搬送路と読み取り面ガラスの清掃
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10.2.2  重送検知センサーと始端センサーの清掃
1. 綿棒で重送検知センサー（ ）と始端センサー（ ）のほこりを取り除く

2

1

1

2

 

10.2.2 重送検知センサーと始端センサーの清掃
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10.2.3  ローラーの清掃
ローラークリーニングペーパー（13 ページ）で、ローラー表面の汚れをふき取ってください。

お願い
• 本機の部品を壊さないよう注意してください。

1. リタードローラーカバー（ ）を開ける

1

 

2. ツメ（ ）を矢印方向に引きながら、リタードローラー（ ）を矢印方向に持ち上げ、向かって右側の
シャフトを取付台の穴から引き抜く

2

1

 

10.2.3 ローラーの清掃
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3. ローラークリーニングペーパーで、リタードローラー表面の汚れをふき取る
• 2 つのローラーの全周をふき取ってください。

 

4. リタードローラーを取り付ける
• の形状のシャフトを取付台の穴（ ）の形に合わせて差し込みます。反対側のシャフト（ ）を、

「カチッ」と音がするまで押してください。

3

2 1

 

10.2.3 ローラーの清掃

94



5. リタードローラーカバー（ ）をしっかりと閉める

1

お願い
• リタードローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。

 

6. 給紙ローラーカバー（ ）を開ける

1

 

10.2.3 ローラーの清掃
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7. ローラークリーニングペーパーで、給紙ローラー表面の汚れをふき取る
• 矢印の方向にローラーを回転させて、全周の表面の汚れをふき取ってください。

 

8. 給紙ローラーカバーをしっかりと閉める

お願い
• 給紙ローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。

 

9. 駆動ローラーと排紙ローラーを清掃する
• 詳細は「10.2.4 クリーニングモード」（98 ページ）をご参照ください。
 

10.2.3 ローラーの清掃
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10. ローラークリーニングペーパーでフリーローラー（ ）の表面の汚れをふき取る
• ローラーは、図の矢印の方向に、表面の汚れをふき取ってください。指でローラーを少しずつ回転さ

せて、全周ふき取ってください。

1

 

お知らせ
• ローラーの清掃後や交換後に重送が発生するときや原稿が正しく搬送されないときは、ローラーが正

しく取り付けられていない場合があります。その場合は、ローラーの状態を確認してください。
 

10.2.3 ローラーの清掃
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10.2.4  クリーニングモード
駆動ローラーと排紙ローラーを清掃するために、クリーニングモードを使用できます。クリーニングモード
の間、本機のスタート／ストップボタン（ ）を押すと駆動ローラーと排紙ローラーが少しだけ回転し
ますので、ローラーを指で回さずに全周を清掃できます。

お願い
• 回転中は駆動ローラーと排紙ローラーにさわらないでください。
• 駆動ローラーと排紙ローラーの清掃以外の目的で使用しないでください。

 

1. ADF ドアを閉める（34 ページ）

2. 電源ケーブルを接続する

3. 本機の電源を入れる（33 ページ）

4. スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しする

5. カーソルボタンの［ ］、［ ］で、［メンテナンス］を選択する

6. OK ボタンで決定する

7. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［クリーニングモード］を選択する

8. OK ボタンで決定する
• クリーニングモードが開始されます。

9. ADF ドアを開ける（34 ページ）

10. 駆動ローラー（ ）と排紙ローラー（ ）を清掃する
i. ローラークリーニングペーパー（13 ページ）で、ローラー表面の汚れをふき取る
ii. スタート／ストップボタン（ ）を押し、ローラーを少しだけ回転させる
iii. 上記の手順を繰り返して、ローラーの全周を清掃する

1

2

11. ADF ドアを閉める（34 ページ）

12. スキップ／メニューボタン（ ）を押して、クリーニングモードを終了する

お知らせ
• クリーニングモードはユーザーユーティリティーから行うこともできます。詳細はユーザーユーティ

リティーのヘルプをご参照ください。

10.2.4 クリーニングモード
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10.2.5  ローラー清掃通知カウンターのクリアー
ローラーの清掃後、操作パネル（26 ページ）よりローラー清掃通知カウンターをゼロ（0）にします。
 

1. スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しする

2. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［カウンター］を選択する

3. OK ボタンで決定する

4. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［ローラー清掃通知カウンタークリアー］を選択する

5. OK ボタンで決定する

10.2.5 ローラー清掃通知カウンターのクリアー
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10.3  ローラーの交換
目安として、25 万枚読み取りごとに給紙ローラーおよびリタードローラーの交換をおすすめします。（25 万
枚は上質紙を使用した場合です。実際のローラーの寿命は読み取る原稿や、ローラー清掃および使用状況に
より短くなることがあります。）読み取り枚数は確認可能です。「5.3 LCD のメニュー画面」（30 ページ）を
ご参照ください。

お願い
• 本機の部品を壊さないよう注意してください。

 

1. 本機の電源を切る（33 ページ）
 

2. ADF ドアを開ける（34 ページ）
 

3. リタードローラーカバー（  ）を開ける

1

 

4. リタードローラーを取りはずす
• ツメ（ ）を矢印方向に引きながら、リタードローラー（ ）を矢印方向に持ち上げ、向かって右側

の シャフトを取付台の穴から引き抜いてください。

2

1

 

10.3 ローラーの交換
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5. 別売の「ローラー交換キット（KV-SS061）」から、新しいリタードローラーを取り出す

6. リタードローラーを取り付ける
• の形状のシャフトを取付台の穴（ ）の形に合わせて差し込みます。反対側のシャフト（ ）を、

「カチッ」と音がするまで押してください。

3

2 1

 

7. リタードローラーカバー（ ）をしっかりと閉める

1

お願い
• リタードローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。

 

10.3 ローラーの交換
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8. 給紙ローラーカバー（  ）を開ける

1

 

9. 給紙ローラーの左側の歯車（ ）を持ち上げ、給紙ローラーを取りはずす

1

 

10.3 ローラーの交換

102



10. 給紙ローラーのシャフトから、ローラーゴムをはずす
• ツメ（ ）を押して、給紙ローラーのシャフトからローラーゴム（ ）をはずします。もう 1 つのロー

ラーゴム（ ）も同様にはずします。

2

3 1

 

11. 別売の「ローラー交換キット（KV-SS061）」から、新しい給紙ローラーを取り出す
 

10.3 ローラーの交換
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12. 給紙ローラーのシャフトに、新しい 2 つのローラーゴムを取り付ける
• 左の白いローラー（ ）と、右の黒いローラー（ ）が正しく取り付けられていることを確認してく

ださい。
• 2 つのローラーゴムのツメが外側を向いていることを確認して、給紙ローラーのシャフトにしっかり

とローラーゴムを取り付けてください。

3

3

1

2

お願い
• 2 つのローラーゴムのツメ（ ）が内側を向いていると、ローラーが壊れる場合があります。

 

13. 新しいローラーゴムを取り付けた給紙ローラーを本機に取り付ける
• 給紙ローラーのシャフトの短い方（ ）を取付台の穴に差し込み、歯車（ ）を矢印の方向に差し込

みます。

1

2

 

10.3 ローラーの交換

104



14. 給紙ローラーカバー（  ）をしっかりと閉める

1

お願い
• 給紙ローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。
• 給紙ローラーを取り付けたあとに、給紙ローラーが給紙方向に回転することを確認してください。

 

15. ADF ドアを閉める（34 ページ）
 

16. 本機の電源を入れる（33 ページ）
 

17. ローラー交換後カウンターをゼロ（0）にする
• 詳細は「10.3.1 ローラー交換通知カウンターのクリアー」（106 ページ）をご参照ください。

お知らせ
• ローラーの清掃後や交換後に重送が発生するときや原稿が正しく搬送されないときは、ローラーが正

し く取り付けられていない場合があります。その場合は、ローラーの状態を確認してください。

10.3 ローラーの交換
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10.3.1  ローラー交換通知カウンターのクリアー
ローラーの交換後、操作パネル（26 ページ）よりローラー交換通知カウンターをゼロ（0）にします。
 

1. スキップ／メニューボタン（ ）を 1 秒以上長押しする

2. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［カウンター］を選択する

3. OK ボタンで決定する

4. カーソルボタンの［ ］、［ ］で［ローラー交換通知カウンタークリアー］を選択する

5. OK ボタンで決定する

10.3.1 ローラー交換通知カウンターのクリアー
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11  必要なとき
11.1  読み取り時に使用できる機能

使用方法によって読み取り時に使用できる機能が異なります。詳細は以下の表をご参照ください。

お知らせ
• 機能名については、Image Capture Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。

機能名

プルスキャン
（Image Capture Plus、TWAIN、
または ISISを使用）
 
プッシュスキャン
• USBモード
• ネットワーク PCモード

プッシュスキャン*1

• プリセットスキャンモード
（FTPサーバー、共有フォル
ダー、Eメール、クラウド、
SharePoint）

読取方法 〇 〇
原稿サイズ 〇 〇
画像タイプ 〇 〇*2*3

解像度 〇 〇
ダイナミックスレッシュ
ホールド 〇 〇

明るさ 〇 〇
コントラスト 〇 〇
原稿領域自動切出し 〇 〇
傾き補正 〇 〇
回転 〇 〇*4

空白ページスキップ 〇 〇*4

ノイズ除去 〇 〇
背景均一化 〇 〇*4

背景白化 〇 〇*4

重送検知 〇 〇
ディザ 〇 ―
エリア 〇 ―
ロングペーパー 〇 〇
レングスコントロール 〇 ―
マージン 〇 ―
サブエリア 〇 ―
画質 〇 ―
鮮やかさ 〇 ―

11 必要なとき
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機能名

プルスキャン
（Image Capture Plus、TWAIN、
または ISISを使用）
 
プッシュスキャン
• USBモード
• ネットワーク PCモード

プッシュスキャン*1

• プリセットスキャンモード
（FTPサーバー、共有フォル
ダー、Eメール、クラウド、
SharePoint）

ガンマ 〇 ―
縮小モード 〇 ―
境界削除 〇 〇*5

パンチ穴除去 〇 〇*5

カラードロップアウト 〇 ―
マルチカラードロップアウト 〇 ―
地色追従 〇 ―
像域分離 〇 ―
モアレ除去 〇 ―
両面合成 〇 ―
カラーマッチング 〇 ―
原稿方向補正 〇 〇*6*7

ページ分割 〇 ―
角折れ検知 〇 ―
バーコード 〇 〇*6

パッチコード 〇 ―
オートプレビュー 〇 ―
オートリスキャン 〇 ―
コントロールシート 〇 ―
セパレーションシート 〇 〇

*1 同梱の CD-ROM でスキャンサーバーを作成した場合、以下の機能が使用できません。

• 検索可能 PDF 出力

• 高圧縮 PDF 出力

• パスワード PDF 出力

– クラウド／SharePoint 時

– E メール／FTP サーバー／共有フォルダー時（パンチ穴除去、または境界削除と同時に使用した場合）
*2 マルチストリームは使用できません。
*3 白黒/カラー自動をロングペーパーと同時に使用するには、スキャンサーバーを設定する必要があります。
*4 この機能をロングペーパーと同時に使用するには、スキャンサーバーを設定する必要があります。
*5 この機能を使用するには、スキャンサーバーを設定する必要があります。
*6 この機能を使用するには、オプション CD-ROM［KV-SS094］を使用してスキャンサーバーを設定する必要があります。
*7 設定 Web から読取設定の回転を［自動］に設定します。
 

11.1 読み取り時に使用できる機能
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11.2  USB接続で、ネットワーク設定を行う
本機とコンピューターを USB ケーブルで接続後、ネットワーク設定ツールを起動して以下の 設定を行うこ
とができます。ネットワーク関連の設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
 

11.2.1  有線 LANの設定
1. ネットワーク設定ツールを起動する

• 現在の設定内容が表示されます。

2. 本機の日付と時刻が未設定のときは、［日付と時刻］を選択して設定を行った後に［OK］をクリックす
る

3. ［変更］をクリックして、以下のネットワークに関する設定を行った後に［OK］をクリックする
項目 内容

ホスト名 本機のホスト名を設定します。
DHCP DHCP の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。

AutoIP*1 AutoIP の有効（オン）／無効（オフ）を設定します。DHCP が無効の場合
は変更できません。

IP アドレス IP アドレスを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定されるため変
更できません。

サブネットマスク サブネットマスクを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定される
ため変更できません。

デフォルト
ゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設定
されるため変更できません。

DNS サーバー 1 プライマリー DNS サーバーを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設
定されるため変更できません。

DNS サーバー 2 セカンダリー DNS サーバーを設定します。DHCP が有効な場合は、自動設
定されるため変更できません。

WINS サーバー 1 プライマリー WINS サーバーを設定します。DHCP が有効な場合は、自動
設定されるため変更できません。

WINS サーバー 2 セカンダリー WINS サーバーを設定します。DHCP が有効な場合は、自動
設定されるため変更できません。

ネットワーク認証の
種類

ネットワーク認証の種類（なし／PEAPv0(MSCHAPv2)／EAP-TLS）を設定
します。

*1 DHCP サーバーから IP アドレスが取得できなかったときに、以下の値を自動的に設定します。

• IP アドレス：169.254.1.0〜169.254.254.255

• サブネットマスク：255.255.0.0

• デフォルト・ゲートウェイ：0.0.0.0
この場合、他の機器と IP アドレスが同じ値になっているとネットワークに接続できません。 DHCP サーバーが正しく稼働してい
ることを確認してください。

11.2 USB接続で、ネットワーク設定を行う
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お願い
本機をネットワークに接続できない場合は、以下を確認してください。
• LAN コネクターのオレンジ色の LED（ ）が点灯していない場合

– 本機の電源がオンであること。
– 本機がスリープ状態になっていないこと。
– LAN ケーブルで、本機がルーターやハブに正しく接続されていること。
– LAN ケーブルや LAN コネクターが破損していないこと。

• LAN コネクターの LED（緑色）（ ）が点滅している場合
– ネットワーク設定ツールで、上記の設定を確認すること。

2 1

11.2.1 有線 LANの設定
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11.3  おくだけスキャン、ワンプッシュスキャンのため
のイベント設定を確認する

スキャンボタン設定ツールで設定を行ってもアプリケーションが起動しない場合は以下を確認ください。

1. スキャン プロパティ画面を表示する
• Windows 10 / Windows 8 / Windows 7の場合：

［コントロール パネル］→［デバイスとプリンターの表示］から本機のアイコンを右クリックし、［ス
キャン プロパティ］画面を表示します。

• Windows Vistaの場合：
［コントロール パネル］→［スキャナとカメラ］から本機のアイコンを選択し、プロパティボタンを
クリックします。

2. ［イベント］タブをクリックする

3. イベントごとに、Scan Button Setting Tool を起動する設定になっていることを確認する
• Scan Button Setting Tool 以外のアプリケーションが設定されている場合は、Scan Button Setting Tool

に変更してください。

4. ［OK］をクリックする

5. コンピューターを再起動する

11.3 おくだけスキャン、ワンプッシュスキャンのためのイベント設定を確認する
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11.4  SFTP公開鍵認証
プッシュスキャン時に、SFTP で鍵認証を使用するには、本機で鍵を作成してから、公開鍵を SFTP サーバー
に登録する必要があります。
 
SFTP 鍵の作成方法

1. 設定 Web を開く
• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。

2. ［サーバー］タブを開く

3. ［FTP］をクリックする

4. 「鍵リスト」の［編集］をクリックする

5. アイコン（ ）をクリックする

6. ［名前］（15 文字まで）と［タイプ］（RSA(1024bit)／RSA(1536bit)／RSA(2048bit)／RSA(3072bit)）を
設定する

7. ［登録］をクリックする
• 本機に、公開鍵と秘密鍵が作成されます。

8. ［エクスポート］をクリックして、公開鍵を画面に従って保存する
• SFTP サーバーに公開鍵を登録してください。

お知らせ
• 鍵を変更するときは、一度鍵を削除したのちに新しい鍵を作成してください。
• 鍵長を長くすると、セキュリティーは向上しますが通信速度は低下します。通信速度が遅い場合は、

鍵長を短くしてください。

11.4 SFTP公開鍵認証
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11.5  サーバー証明書
HTTPS を使用してスキャナーにアクセスする場合、セキュリティーの警告画面が表示される場合がありま
す。この警告画面を表示しないようにするには、セキュリティー証明書をインストールする必要がありま
す。セキュリティー証明書は第三者認証機関（認証局）が発行したものを推奨します。手順については、

「11.5.1 サーバー証明書のインストール」（113 ページ）をご参照ください。
第三者認証機関以外が独自に発行した証明書、または本機で作成した自己証明書を使用することもできま
す。自己証明書を使用する場合の手順については、「11.5.2 自己証明書のインストール」（114 ページ）をご
参照ください。
 

11.5.1  サーバー証明書のインストール
署名リクエスト（CSR）の作成
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. 「ネットワーク」タブを開く
3. 「SSL/TLS」をクリックする
4. "CRT キー生成"の「編集」をクリックする

• 自己証明書、セキュリティー証明書が有効な場合は、CRT キーの作成を行うことができません。
5. "CRT キー長さ"を設定する

• セキュリティー証明書を使用する場合は、認証機関によって使用できる鍵長が異なります。あらかじ
め使用できる鍵長を確認してください。

6. 「登録」をクリックする
• CRT 鍵の生成が完了するまで、ブラウザーを操作しないでください。CRT 鍵の生成中は、画面の表

示速度や通信速度が低下することがあります。
7. 「戻る」をクリックする
8. "証明書署名リクエスト"の「編集」をクリックする
9. "証明書署名リクエスト"を編集する
10. 「登録」をクリックする
11. 「保存」をクリックする

• 署名リクエスト（CSR）が作成されます。これをもとに認証機関でセキュリティー証明書を作成し
てもらいます。

 

サーバー証明書のインストール
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. 「ネットワーク」タブを開く
3. 「SSL/TLS」をクリックする
4. "証明書インストール"の「編集」をクリックする
5. "ファイル"の［参照］をクリックして、画面に従ってサーバー証明書のファイルを設定する
 

11.5 サーバー証明書
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SSL/TLSの有効化
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. 「ネットワーク」タブを開く
3. 「SSL/TLS」をクリックする
4. "設定"の「編集」をクリックする
5. "サービス"を有効（オン）にする
6. 「登録」をクリックする

• 登録後、スキャナーは自動的に再起動します。
 

11.5.2  自己証明書のインストール
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. 「ネットワーク」タブを開く
3. 「SSL/TLS」をクリックする
4. "CRT キー生成"の「編集」をクリックする

• 自己証明書、セキュリティー証明書が有効な場合は、CRT キーの作成を行うことができません。
5. 「登録」をクリックする

• CRT 鍵の生成が完了するまで、ブラウザーを操作しないでください。CRT 鍵の生成中は、画面の表
示速度や通信速度が低下することがあります。

6. 「戻る」をクリックする
7. "自己署名証明書"の「編集」をクリックする
8. 「登録」をクリックする
9. 「戻る」をクリックする
10. "設定"の「編集」をクリックする
11. "サービス"を有効（オン）にする
12. 「登録」をクリックする

• 登録後、スキャナーは自動的に再起動します。
 

11.5.2 自己証明書のインストール
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11.6  インポート/エクスポート
本機の設定内容は、ファイルにエクスポートできます。また、そのファイルを他のスキャナーにインポート
できます。ファイルには、インポートするときに使用するパスワードを設定できます。
 

エクスポートの方法
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［管理者］タブを開く
3. ［インポート/エクスポート］をクリックする
4. "モード"の［エクスポート］を選択する
5. エクスポートしたい項目を選択する
6. ファイルのパスワード（0〜16 文字）を入力する
7. ［登録］をクリックして、画面に従ってファイルを保存する
 

インポートの方法
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［管理者］タブを開く
3. ［インポート/エクスポート］をクリックする
4. "モード"の［インポート］を選択する
5. インポートしたい項目を選択する
6. ファイル名とパスワードを入力する
7. ［登録］をクリックする

11.6 インポート/エクスポート
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11.7  バックアップ/リストア
本機の設定内容は、ファイルにバックアップできます。また、設定内容を本機にリストアできます。ファイ
ルには、リストアするときに使用するパスワードを設定できます。
 

バックアップの方法
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［管理者］タブを開く
3. ［バックアップ/リストア］をクリックする
4. "モード"の［バックアップ］を選択する
5. ファイルのパスワード（0〜16 文字）を入力する
6. ［登録］をクリックして、画面に従ってファイルを保存する
 

リストアの方法
1. 設定 Web を開く

• 詳細は「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［管理者］タブを開く
3. ［バックアップ/リストア］をクリックする
4. "モード"の［リストア］を選択する
5. ファイル名とパスワードを入力する
6. ［登録］をクリックする

11.7 バックアップ/リストア
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11.8  ファームウェアアップデート
設定 Web を表示しているスキャナーのファームウェアをアップデートします。あらかじめ以下のサイトか
ら"ファームウェアアップデートツール"をダウンロードしておいてください。
• https://panasonic.biz/cns/doc/scanner/support/download/s1058/fwup.html
 

1. 設定 Web を開く
• 詳細は、「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。

2. ［管理者］タブを開く

3. ［ファームウェアアップデート］をクリックする

4. "ファイル"の［参照］をクリックして、あらかじめダウンロードしておいたファイルを画面に従って指
定する

5. ［登録］をクリックする

6. 画面に従ってファームウェアアップデートを完了させる

11.8 ファームウェアアップデート
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11.9  スキャナーの初期化
本機のすべての設定を消去し、工場出荷時の設定に初期化します。USB 接続の場合はユーザーユーティリ
ティーを使用します。LAN 接続の場合は設定 Web を使用します。
• 本機には、ネットワーク設定、パスワード、E メールアドレスなど、お客様が設定した情報が保存されま

す。お客様が設定された情報の流出による、不測の損害を回避するため、本機を廃棄、譲渡するときは、
必ずスキャナーの初期化を行ってください。

• 初期化後に設定を元に戻すことはできません。必要な情報はメモなどに控えてください。
• ユーザー名またはパスワードが不明になった場合、スキャナーを初期化することでユーザー名およびパス

ワードをリセットすることができます。初期化後に、スキャナーの再設定を行ってください。
• "スキャナーの初期化"で以下の内容が初期化されます。

– 機能（76 ページ）*1

– 読取設定（78 ページ）
– プリセットスキャン（79 ページ）
– ネットワーク（80 ページ）
– サーバー（82 ページ）
– 情報警告（84 ページ）
– ユーザー名／パスワード（85 ページ）

*1 "システムカウンター"は初期化されません。

お知らせ
• 言語設定をリセットするかどうか選択できます。言語設定をリセットした場合、本機の再起動後、言

語選択画面が LCD に英語で表示されます。
 
USB接続の場合
1. 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する

2. ユーザーユーティリティーを起動する

3. ［メンテナンス設定］をクリックする

4. ［スキャナーの初期化］をクリックし、画面の指示に従って操作する
 
LAN接続の場合
1. 設定 Web を開く

• 詳細は、「8.1 設定 Web を開く」（72 ページ）をご参照ください。
2. ［管理者］タブを開く
3. ［スキャナーの初期化］をクリックする
4. "スキャナーの初期化"のチェックボックスをオンにする
5. ［リセット］をクリックする
6. 画面に従ってスキャナーの初期化を完了させる

11.9 スキャナーの初期化
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11.10  故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）
使用中に異常が発生した場合には、下表に従って処置するとともに、本機の状態を LCD、ならびにユーザー
ユーティリティーで確認してください。
それでも直らないときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご連絡ください。

症 状 原 因 処 置
電源を入れても、レディ
LED（緑）が点灯しない 電源プラグが抜けています 電源プラグを確実に差し込んでください

コンピューターから本機
が認識されない、動作が
不安定

本機とコンピューターが正し
く接続されていません

USB ケーブルまたは LAN ケーブルを確実
に接続してください

ソフトウェアが正しくインス
トールされていません

ソフトウェアを一度コンピューターからア
ンインストールし（125 ページ）、再度ソフ
トウェアのインストールを行ってください

（21 ページ）
USB ハブや USB 切替器を経
由して接続しています

USB ハブや USB 切替器を経由して接続し
ないでください

ケーブルに問題があります

USB ケーブルをご使用の場合は、必ず付属
の USB ケーブルを使用してください。
LAN ケーブルをご使用の場合は、カテゴ
リー 5 以上のケーブル、またはエンハンス
ドカテゴリー 5 以上のケーブルをご使用く
ださい。

ネットワーク関連の設定が正
しくありません

ネットワーク関連の設定を確認してくださ
い（109 ページ）

一定時間本機を使用しなかっ
たため、本機の電源が切れまし
た

電源を入れてください（33 ページ）

読み取り速度が遅い

USB 1.1 に接続しています USB 2.0／USB 3.0／USB 3.1／USB 3.2 に
接続してください

LAN 接続時はトラフィックの
状態により読み取り速度が遅
くなる場合があります

ネットワーク管理者にご相談ください

給紙トレイに原稿を載せ
ても、読み取りスタート
しない

原稿が正しくセットされてい
ません

原稿を正しくセットしてください（41 ペー
ジ）

原稿がカールしてセンサーで
検知されていません

原稿のカールを伸ばしてから（36 ページ）、
給紙トレイに再度セットしてください（41
ページ）

原稿が分離して給紙され
ない 手差し給紙になっています 自動給紙に切り替えてください（50 ペー

ジ）
カードを読み取ると、重
送検知されてしまう

カードが縦置きにセットされ
ています

カードを横置きにセットするか、重送検知
をオフにしてください

11.10 故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）
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症 状 原 因 処 置

紙づまりが頻繁に発生す
る

原稿にしわが寄っています 原稿をのばして、セットしてください
ローラーが汚れています ローラーを清掃してください（93 ページ）
原稿の先端が大きくずれてい
ます

原稿の先端をそろえて、セットしてくださ
い（41 ページ）

給紙トレイにセットした原稿
枚数が多すぎます

原稿ガイドにある原稿最大量の表示位置以
下まで、原稿を減らしてください

排紙ガイドを使用したと
きに、読み取った原稿が
排紙トレイでロールする

読み取った原稿がカールして
います

排紙ガイドを起こして読み取ってくださ
い。

原稿が頻繁に重送する

給紙ローラー、およびリタード
ローラーが汚れています

給紙ローラー、およびリタードローラーを
清掃してください（93 ページ）

重送検知センサーが汚れてい
ます

重送検知センサーを清掃してください（92
ページ）

給紙ローラーおよびリタード
ローラーが摩耗しています

給紙ローラーおよびリタードローラーを交
換してください（100 ページ）

原稿のカールや、端が折れるな
どにより、左右の厚みが違って
います

原稿のカールまたは折り目を直し（36 ペー
ジ）、枚数を減らしてください

規定外の種類または厚みの原
稿です

読み取り可能な種類、または厚みの用紙に
コピーして読み取ってください（35 ペー
ジ）

規定の長さより短い原稿です 読み取り可能な原稿サイズの用紙にコピー
して読み取ってください（35 ページ）

原稿の先端が大きくずれてい
ます

原稿の先端をそろえて、セットしてくださ
い（41 ページ）

給紙トレイにセットした原稿
枚数が多すぎます

原稿ガイドにある原稿最大量の表示位置以
下まで、原稿を減らしてください

重送検知センサーが正しく調
整されていません

給紙トレイから原稿を取り除いて、電源を
入れ直してください（33 ページ）

読み取り画像が斜めに
なっている

原稿ガイドが原稿の両端に
当っていない、または原稿が斜
めにセットされています

原稿ガイドや原稿を正しくそろえてセット
してください（41 ページ）

原稿のカールや、端が折れるな
どにより、左右の厚みが違って
います

原稿のカールまたは折り目を直し（36 ペー
ジ）、枚数を減らしてセットしてください

読み取り画像が真っ白で
ある

読み取り面が裏返しにセット
されています 読み取る面を下向きにしてください

読み取り画像に縦スジが
現れる

読み取り面ガラスが汚れてい
ます

搬送路と読み取り面ガラスを清掃してくだ
さい（91 ページ）。また、ユーザーユーティ
リティーで「縦スジ軽減」を行うことで問
題が解決される場合があります。詳細は
ユーザーユーティリティーのヘルプをご参
照ください。

11.10 故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）
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症 状 原 因 処 置
読み取り画像に黒点やノ
イズが発生する

読み取り面ガラスが汚れてい
ます

搬送路と読み取り面ガラスを清掃してくだ
さい（91 ページ）

読み取り画像に濃度ムラ
がある

読み取り面ガラスが汚れてい
ます

搬送路と読み取り面ガラスを清掃してくだ
さい（91 ページ）。また、ユーザーユーティ
リティーで「縦スジ軽減」を行うことで問
題が解決される場合があります。詳細は
ユーザーユーティリティーのヘルプをご参
照ください。

読み取り画像の色調が著
しく原稿と異なる

ディスプレイの設定がずれて
います ディスプレイの設定を調整してください

読み取る原稿によっては、色が
正確に読み取れない場合があ
ります。例えば、蛍光ペンでは
色が実際より白くなる場合が
あります。

［鮮やかさ］の設定を高くすることで問題が
解決される場合があります

読み取った画像にしま模
様や波模様（モアレ）が
ある

原稿の印刷パターンと読み取
り解像度の関係により発生す
ることがあります

読み取り解像度を変えるか、モアレ除去の
機能をオンにして読み取ってください。モ
アレ除去の機能については、Image Capture
Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参
照ください。

短い原稿を読み取る場合
に、用紙排出時の音が大
きくなる場合がある

原稿の長さが 148mm 以下の
場合は、用紙排出時のモーター
速度制御によるもので異常で
はありません

—

11.10 故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）
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11.11  エラーコードとエラーメッセージ
本機の状態に応じたエラーコード、および簡単なメッセージが LCD に表示されます。エラーコード、およ
びメッセージの詳細については、ユーザーユーティリティーで確認してください。
問題が解決できない場合は、管理者にお問い合わせください。
エラーコード 原因 処置

U11
U12

給紙トレイ部で紙づまりが発生しました ADF ドアを開けて、紙を取り除いてくださ
い

センサーが汚れています センサーを清掃してください

U16
排紙トレイ部で紙づまりが発生しました ADF ドアを開けて、紙を取り除いてくださ

い
センサーが汚れています センサーを清掃してください

U18
本体内部に原稿が残っています ADF ドアを開けて、内部に残っている原稿

をすべて取り出してください
センサーが汚れています センサーを清掃してください

U23 重送エラーが発生しました ADF ドアを開けて、つまった原稿を取り除
いてください

U30 ADF ドアが開いています ADF ドアを閉めてください
C00 スキャナーがオフラインです LAN ケーブルの接続を確認してください

C10 スキャナーがコンピューターと通信でき
ません

コンピューターとの接続を確認してくだ
さい

C20
サーバーの IP アドレス、またはネット
ワーク設定が正しくありません

出力先に応じて、以下の設定を確認してく
ださい
• FTP サーバー
• 共有フォルダー
• SMTP サーバー

サーバーが動作していません サーバーの状態を確認してください

C21
サーバー名、またはネットワーク設定が正
しくありません

出力先に応じて、以下の設定を確認してく
ださい
• FTP サーバー
• 共有フォルダー
• SMTP サーバー

サーバーが動作していません サーバーの状態を確認してください

C22
サーバーへの認証情報が正しくありませ
ん。または、サーバーへのアクセス権限が
ありません。

出力先に応じて、以下の設定を確認してく
ださい
• FTP サーバー
• 共有フォルダー
• SMTP サーバー

11.11 エラーコードとエラーメッセージ
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エラーコード 原因 処置

C23 FTP サーバー、または共有フォルダーのパ
スが間違っています

出力先に応じて、以下の設定を確認してく
ださい
• FTP サーバー
• 共有フォルダー

C24 転送中にネットワーク通信が中断されま
した

以下のネットワーク／サーバー設定を確
認してください。
• LAN とサーバーの接続
• SMTP サーバー認証
• 出力ファイル名が既に出力先フォル

ダーに存在していないか
• 出力先フォルダーへの読取/書込みアク

セス権あるいは使用可能なディスク容
量

ネットワーク管理者にお問い合わせくだ
さい。

C30 画像データの容量が制限を超えています
（127 ページ）

E メールサイズの制限を変更してくださ
い。詳細は「SMTP」（82 ページ）をご参
照ください。
読み取り時の解像度を下げるか、原稿の枚
数を減らしてください

C80 画像データの容量が制限を超えています
（127 ページ）

読み取り時の解像度を下げるか、原稿の枚
数を減らしてください

C81 画像データのページ数が制限を超えてい
ます（127 ページ） 原稿の枚数を減らしてください

Fxx システムエラーが発生しました
一度電源を切った後に、電源を入れてくだ
さい。（33 ページ） それでも直らないとき
は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いて
から、販売店にご連絡ください。

 
以下のエラーコードは［スキャンサーバー］または［ネットワーク PC モード］に関するものです。
エラーコード 原因 処置

C60 スキャナーがスキャンサーバーと通信で
きません

スキャンサーバーのログイン状態および
ネットワーク接続状態を確認してくださ
い
ホスト名がコンピューター名に設定され
ている場合は、代わりに IP アドレスを入
力してください
スキャンサーバーに Image Capture Plus

（ver 3.7 以降）がインストールされている
ことを確認してください

11.11 エラーコードとエラーメッセージ
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エラーコード 原因 処置

C61

Image Capture Plus は、指定された読取設
定では使用できません。指定した読取設
定を使用するには、サーバーオプション
CD-ROM をインストールして、スキャン
サーバーを設置する必要があります。

サーバーオプション CD-ROM（品番：
KV-SS094）を購入してください

C62 スキャナーに登録されているスキャン
サーバーは使用できません

スキャンサーバー設定ツールで、サーバー
の設定を行ってください

C64

Image Capture Plus は、指定された出力先
を使用できません。指定した出力先を使
用するには、最新版の Image Capture Plus
を使用する必要があります。

最新版の Image Capture Plus をインス
トールしてください。

C70 Image Capture Plus は使用中です しばらく待って、再度実行してください

C71 スキャンサーバーが他の処理を実行中で
す しばらく待って、再度実行してください

C72 Image Capture Plus で読み取り中にエ
ラーが発生しました

Image Capture Plus を起動後に、［ヘル
プ］-［ログ表示］をクリックしてエラー
の状態を確認してください

C73 Image Capture Plus で画像データ転送中
にエラーが発生しました

Image Capture Plus を起動後に、［ヘル
プ］-［ログ表示］をクリックしてエラー
の状態を確認してください

C74 スキャンサーバーで、画像データの容量が
制限を超えています（127 ページ）

E メールサイズの制限を変更してくださ
い。詳細は「SMTP」（82 ページ）をご参
照ください。
読み取り時の解像度を下げるか、原稿の枚
数を減らしてください

11.11 エラーコードとエラーメッセージ
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11.12  インストールしたソフトウェアを削除する場合
インストールしたソフトウェアをコンピューターから削除する場合は、以下の方法でアンインストールして
ください。

1. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］を選択する

2. 削除したいソフトウェアを選択し、削除する
各ソフトウェアは、以下のプログラム名で表示されています。
– Export Import Tool

– IDREngine

– Image Capture Plus

– KV-S1058Y / KV-S1057C MK2 / KV-S1028Y / KV-S1027C MK2 ISIS Driver

– MCD

– OCREngine

– Panasonic Scanner Manuals

– Panasonic Document Scanner Device Driver

– Panasonic Document Scanner TWAIN Driver

– Panasonic スキャナー ユーザーユーティリティー
– Scan Button Setting Tool
 

3. 画面に表示される指示に従って進む

11.12 インストールしたソフトウェアを削除する場合
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11.13  再包装のしかた
輸送用包装箱、緩衝材などの包装資材は、再包装時に必要になりますので、すべて大切に保管してくださ
い。本機を移設する場合は、下記の手順に従って再包装してください。

お願い
• 再包装が適切に行われていないと本機が故障し、修理に費用がかかりますので十分注意してください。
• 再包装する際は、必ず本機専用の包装箱・包装資材をご使用ください。
• 包装時および運搬時は、本機を倒さないでください。

 
包装時に必要なもの
• 本機専用の包装箱・包装資材
• 包装用テープ・はさみ

 

1. 本機の電源を切り（33 ページ）、コンセントから電源プラグを抜き、電源コード、USB ケーブル、およ
び LAN ケーブルをはずす

2. 本機を包装する

1

2

3

4

 ご使用の前に（重要項目）、Software / Manual CD‑ROM
 USB ケーブル
 電源コード
 カード専用ガイド

11.13 再包装のしかた
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11.14  仕様
項目 KV-S1057C KV-S1027C 

読み取り面 両面読み取り
読み取り方法 1 ラインカラー CIS（300 dpi／600 dpi*1）

読み取り速度*2
A4*3 縦
カラー／モノクロ 2 値
200 dpi／300 dpi

片面：70 枚／分
両面：140 枚／分

片面：45 枚／分
両面：90 枚／分

解像度*4 100 〜 600 dpi（1 dpi ステップ）、1,200 dpi
光学解像度：300 dpi ／ 600 dpi（自動切替）

読み取り原稿*5

サイズ
自動給紙の場合：
48 mm × 54 mm 〜 216 mm × 356 mm
手差し給紙の場合：
48 mm × 54 mm 〜 216 mm × 無制限*6

厚み
自動給紙の場合：
0.04 mm – 0.5 mm
手差し給紙の場合：
4.0 mm（キャリアシート含む）

搬送可能原稿坪量 20 g/m² 〜 413 g/m²

カード*7

形式 ISO 形式
サイズ 85.6 mm × 54 mm

厚み 0.76 mm（エンボスカードは 1.4 mm まで）
給紙容量 3 枚（給紙トレイ／カード専用ガイド）

パスポート*8

幅 130 mm まで
長さ 188 mm まで
厚み 4.0 mm（キャリアシート含む）

給紙トレイ容量 100 枚（80 g/m²・上質紙）
ローラー交換*9 250,000 枚

プッシュスキャン
時のデータの容量、
ページ数

共有フォルダー
512MB または 999 ページまで

FTP

E メール 20MB または 999 ページまで

*1 1 インチあたりのドット数です。 dpi の値が高いほど、解像度は高くなります。
*2 読み取り速度はハードウェアの最大速度であり、データ転送速度等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。また、使用

するコンピューター、オペレーティングシステム、アプリケーション、測定方法、画像のデータ量および紙質によって異なりま
す。読み取り速度は、弊社測定方法によるものです。また、LAN 接続時はトラフィックの状態により読み取り速度が遅くなる場合
があります。

*3 210 mm × 297 mm の定型原稿サイズです。
*4 解像度が 600 dpi を超えるような高解像度の場合、A5 サイズより大きい原稿を読み取るとメモリーが不足して読み取りができない

ことがあります。
*5 「6.2.1.1 読み取り可能な原稿」（35 ページ）をご参照ください。
*6 「ロングペーパー」で、長い原稿の画像を分割して読み取ることが可能です。「ロングペーパー」については、Image Capture

Plus、TWAIN、または ISIS のヘルプをご参照ください。
*7 詳細は「6.2.1.2 読み取り可能なカード」（37 ページ）をご参照ください。
*8 パスポートを読み取るには、キャリアシート（KV-SS077）をご使用ください。（38 ページ）
*9 「10.3 ローラーの交換」（100 ページ）をご参照ください。
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項目 KV-S1057C KV-S1027C 

本体

外形寸法（横幅 × 奥行き × 高さ） 300（W） × 272（D） × 238（H） mm
（突起物含まず）

質量 4 kg

電源 AC 100 〜 127 V、50/60 Hz、0.8 A

消費電力

動作中 36 W 以下
レディ 8 W 以下

スリープ 2 W 以下（USB 接続のみ）
2 W 以下（LAN 接続のみ）*1

電源オフ 0.3 W 以下

環境条件
使用環境 温度：5 ℃ 〜 35 ℃

湿度：20 % RH 〜 80 % RH 結露なきこと

保存環境（梱包状態） 温度：–10 ℃ 〜 50 ℃
湿度：8 % RH 〜 75 % RH 結露なきこと

インターフェース
USB 3.2 Gen1（下位互換）
LAN

（10Base-T／100Base-TX／1000Base-T）*2

推奨ブラウザー
Internet Explorer 11
Mozilla Firefox 最新版
Google Chrome 最新版

*1 IEEE802.3az 対応のネットワーク機器（ハブ、ルーターなど）に接続された場合
*2 電磁波放射限度に関する規定を順守するために、必ずシールドされた LAN ケーブルをご使用ください。

10BASE-T／100BASE-TX で接続するときは、カテゴリー 5 以上のケーブルをご使用ください。また、 1000BASE-T で接続する
ときは、エンハンスドカテゴリー 5 以上のケーブルをご使用ください。
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保証とアフターサービス
よくお読みください

■使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お
買い求め先へご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です
販売店名
電 話 （ ） ―
お買い上げ日 年 月 日

●修理を依頼される前に･･･
取扱説明書「故障かなと思ったとき（簡単なトラブル
点検）」で故障かどうかをご確認ください。それでも
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上
げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 製品名 ドキュメントスキャナー
● 品 番  KV-S1057C

 KV-S1027C

● 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたし
ます。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

●保証期間内でも、故障修理以外のサービスは「有料」
とさせていただきます。
・消耗品（ローラー交換キット）の交換
・スキャナー内部（搬送路、ローラー、センサー、

読み取り部など）の清掃
・取扱説明書「故障かなと思ったとき（簡単なトラ

ブル点検）」で直るような処置
など。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要
望により修理させていただきます。
修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 ７年

当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持する
ための部品）を、製造打ち切り後 7 年保有しています。

■ 修理後に、お客様自身による本機の再設定が必要にな
る場合があります。あらかじめご了承ください。

■ その他ご不明な点は、下記へご相談ください
パナソニック システムお客様ご相談センター

受付：9 時〜17 時 30 分
（土・日・祝祭日は受付のみ）
 
ホームページからのお問い合わせは
https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/
 
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によって
は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

 
【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに
ついて】
 
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客
様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ
ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。ま
た、折り返し電話をさせていただくときのために発信番
号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に
管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある
場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情
報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口
にご連絡ください。
 

■本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサー
ビスは致しかねます。
This product is designed for use in Japan. Panasonic
cannot provide service for this product if used outside
Japan.

■廃棄について
製品および消耗品を廃棄する場合は、最寄の市町村窓
口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせく
ださい。
また、本機を廃棄、譲渡するときは、本機のすべての
設定を消去してください。

パナソニック株式会社
コネクティッドソリューションズ社
〒 812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目 1 番 62 号
© Panasonic Corporation 2017 PNQX8547RA P0617AG8031
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