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PDF PDF PDF PDF ファイルを使用するファイルを使用するファイルを使用するファイルを使用する    

この PDF ファイルは、できるだけ簡単に希望する項目を参照できるように作成されています。 

• 下線が引かれた赤字部分は、このマニュアルの別の項目にリンクされており、クリックすることができます。 

• 目次の項目は、すべてリンクになっています。クリックすると、このマニュアルの各項目に移動できます。 

• 索引の項目は、すべてリンクになっています。クリックすると、その番号のページに移動できます。 

• 下線が引かれた青字部分は、Web サイトへのハイパーリンクになっており、クリックすることができます。 
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安全にお安全にお安全にお安全にお使いいただくために使いいただくために使いいただくために使いいただくために    

 警告警告警告警告::::    火災または感電の危険があるので、スキャナを雨にさらしたり、結露状態にしないでくだ

さい。また、弊社で推奨しているアクセサリや付属品以外は使用しないでください。 

重要: このページは必ず保存しておいてください。 

警警警警    告告告告 

感電する恐れがあります。 

開けないでください。 

警警警警    告告告告::::    感電する恐れがありますので、感電する恐れがありますので、感電する恐れがありますので、感電する恐れがありますので、 

カバーを外さないでください。カバーを外さないでください。カバーを外さないでください。カバーを外さないでください。    

修理については、商品をお求めの販売店にご相談ください。修理については、商品をお求めの販売店にご相談ください。修理については、商品をお求めの販売店にご相談ください。修理については、商品をお求めの販売店にご相談ください。 

• 取扱説明書をお読みになり、指示に従ってください。スキャナをご使用になる前に、取扱説明書の安全、

操作、および使用上の注意をお読みになり、正しくお使いください。 

• 取扱説明書は保存しておいてください。今後も参照できるように、安全および操作上の注意を保管してお

いてください。  

• 梱包材は保管しておいてください。スキャナを輸送する場合に備えて、梱包材は保管しておいてください。 

• 注意を促す記号 :    スキャナ上のすべての警告や操作説明にあるすべての警告に留意してください。 

• コントロールについて :    操作説明に記載されているコントロールのみを調節してください。 

• お手入れ :    スキャナを掃除する前に、必ず電源コードを抜いてください。固くしぼった布で、外側だけを拭

いてください。液体あるいはスプレー式クリーナは使用しないでください。 

• 付属品 :    推奨されていない付属品は使用しないでください。そのような付属品を使用すると、スキャナの

故障や重大な損傷を招く危険があります。 

• 警告警告警告警告 : : : :水および湿気に関する。スキャナを水まわりで使用しないでください (たとえば、流し台付近、湿度

の高い部屋、または地下室など)。スキャナを雨または水蒸気にあてたり、水やその他の液体に浸さない

でください。誤ってこのような事態が発生した場合は、弊社にご連絡ください。 

• ほこり :    スキャナをほこりの多い場所で使用しないでください。  

• 電源 : スキャナに表示されている種類の電源以外は使用しないでください。使用する電源の種類がわか

らない場合は、販売店または地域の電力会社にお問い合わせください。 

• アース :    このスキャナに付属する AC アダプタは、アース付きです。このプラグは、アース付き電源コンセ

ントに挿し込むようになっています。これにより、安全に使用できます。このプラグをコンセントに挿し込め

ない場合は、電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。安全のために、必ずアース付きプラグを

正しく使用してください。 

• 電源コードの保護 :    電源コードは、踏みつけたり、はさみつぶしたりしないようにしてください。コードのプラ

グ、コンセント、スキャナからのコードの出口については、特に注意を払ってください。 

• 使用環境 :    スキャナの動作温度範囲外 (仕様を参照) の場所に保管したり、輸送した場合は、動作温度

範囲になってから、電源を入れてください。 
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• 雷が鳴った場合 :    雷が鳴っている間やスキャナから離れたり、または長期間使用しない場合は、安全の

ためスキャナの電源プラグを抜き、コンピュータに接続したコードも外しておいてください。これにより、ス

キャナを落雷やサージ電圧による被害を防ぐことができます。 

• 過負荷 : 電源コンセントや延長コードが過負荷にならないようにしてください。過負荷の場合、火災や感電

の危険があります。 

• 異物の挿入や液体の浸入 :    スキャナ開口部には、絶対に異物を入れないでください。スキャナには、絶

対に液体をこぼさないでください。万一こぼれた場合は、弊社にご連絡ください。 

• 修理 : スキャナを自分で修理しないでください。カバーを開けたり、取り外すと、、保証サービスの対象外

となるだけでなく、感電したり、火災になる危険があります。 

• 修理を要する損傷 :    コンセントからプラグを抜き、コンピュータへの接続コードを外します。次の状況の場

合、修理については、すべて製造元にご相談ください (詳細については、KODAK PROFESSIONAL RFS 

3600 フィルム スキャナ保証書を参照してください)。 

AC アダプタやアダプタ プラグが損傷した場合。 

スキャナに液体がこぼれたか、または異物がスキャナ上に落下した場合。 

スキャナが雨や水に濡れた場合。 

取扱説明書の指示どおりに操作しても、スキャナが正常に動作しない場合。  

スキャナを床などに落としたり、ケースが損傷した場合。 

スキャナのパフォーマンスが顕著に低下した場合。 

• アクセサリ :    スキャナを不安定な、カートや台、張り出し棚、テーブルの上に置かないでください。そのよう

な場所に置くと落下するおそれがあり、人に重大な傷害を加えたり、スキャナが重大な損傷を受けるおそ

れがあります。必ず、安定したカートや台、張り出し棚、テーブルを使用してください。 

• 取り扱い  :    スキャナは注意して扱ってください。落としたりしないでください。 

電波障害について電波障害について電波障害について電波障害について 
この装置は、検査の結果、FCC 規格 Part 15 に準拠し、クラス B デジタル装置の限界値内にあることが

わかりました。これらの限界値は、住居使用において有害な妨害電波から装置を保護できるように設定さ

れています。この装置は、放射性エネルギーを生成および使用しますが、放射の可能性もあります。また、

もし指示どおりに設置して使用しない場合は、無線通信に電波障害が起きる可能性があります。ただし、

個々の取り付けに関して、電波障害が発生しないという保証はありません。スキャナからラジオやテレビ

への有害な電波妨害が発生した場合 (スキャナの電源をオン/オフにすると判別できる)、次のいずれかの

処置をとり、電波妨害が発生しないようにしてください。 

• 受信アンテナの方向を変更するか、または位置を変更する 

• スキャナと受信機の距離をさらに離す 

• 受信機が接続されている回路とは異なる回路にあるアウトレットに、スキャナを接続する 

• 販売店や電気工事店に相談する 
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この装置は、電波障害自主規制クラス B の装置について、欧州の規格 EN55022 の要件を満たしていま

す。 

Le present appareil numérique n’ét pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les réglements sur le brouillage 
redioélectrique édictés par le Ministére des Communications du Canada. 

このデジタル装置は、Canadian Department of Communications の電波発生規制に準拠しています。        

VCCI VCCI VCCI VCCI 規格より抜粋規格より抜粋規格より抜粋規格より抜粋    

 

廃棄処分について廃棄処分について廃棄処分について廃棄処分について 
KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナには、鉛と水銀の部品が含まれています。これらの

部品の廃棄は、環境保護のため規制されています。廃棄やリサイクルに関する情報については、各地方

自治体、あるいは弊社の環境保護サービス (電話 716-477-3194、Webサイト 
http://www.kodak.com/go/kes にご連絡ください。 

Energy Star®®®® についてについてについてについて 

Energy Star
®
 は、米国での登録商標です。 

弊社は、ENERGY STAR® 参加事業者として、本製品が国際エネルギー スター プログラムの基準に適合

していることを確認済みです。 

 

http://www.kodak.com/go/kes
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お使いになる前にお使いになる前にお使いになる前にお使いになる前に    

次に進む前に、同封のユーザー登録書に必要事項を記入の上、提出してください。また、必ずこの取扱説

明書のソフトウェア ライセンス契約および保証書の項をお読みください。  

Macintosh コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ 

ハードウェア要件ハードウェア要件ハードウェア要件ハードウェア要件    

• Apple Power Macintosh コンピュータ、300MHz 以上高速なプロセッサの方が、スキャン時間が短く、

パフォーマンスが向上します。 

• 128MB 以上の DRAM (ダイナミック ランダム アクセス メモリ)  スキャナをご使用の際は、パフォーマ

ンスが向上するよう、256MB 以上の DRAM をお使いになることをお勧めします。 

• 200MB 以上のハード ディスクの空きスペース 

• USB または SCSI II コネクタ   

• 24 ビット以上のディスプレイ カードを使用する高品質モニタ 

ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件    

• Apple Macintosh OS 8.5.1 以降 

• Adobe Photoshop 5.0 以降 Adobe Photoshop のハード ディスクおよび DRAM の要件については、

Photoshop のマニュアルを参照してください。 

PC/AT 互換機 

ハードウェハードウェハードウェハードウェア要件ア要件ア要件ア要件    

• PC/AT 互換機、300MHz 以上  高速なプロセッサの方が、スキャン時間が短く、パフォーマンスが向

上します。 

• 128MB 以上の DRAM (ダイナミック ランダム アクセス メモリ)  スキャナをご使用の際は、256MB 以

上の DRAM をお使いになることをお勧めします。それにより、パフォーマンスが向上します。 

• 200MB 以上のハード ディスクの空きスペース 

• USB または SCSI II コネクタ  USB 接続の場合は、Microsoft Windows 98 SE または Windows 2000 

SE が必要です。SCSI 接続は、Microsoft Windows 98、Windows 2000、および Windows NT 4.0 でサポ

ートされています。SCSI 接続では、このスキャナは、EZ-SCSI 5.0 以降のソフトウェアが稼動する、

Adaptec 2906、2930 および 2940 ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) 互換ホスト アダプタ 

カードで稼動します。 

• モニタの解像度が 800 × 600 ピクセル以上の、24 ビット以上のディスプレイ カードを使用する高品

質モニタ  
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ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件    

• Microsoft Windows 98 Second Edition、Windows 2000、または Windows NT 4.0 

• Adobe Photoshop 5.0 以降   Adobe Photoshop のハード ディスクおよび DRAM の要件については、

Photoshop のマニュアルを参照してください。また、TWAIN 規格準拠の他のアプリケーションも使用で

きます。 

• SCSI 接続では EZ-SCSI 5.0 以降のソフトウェアが必要 

オプションのプリンタオプションのプリンタオプションのプリンタオプションのプリンタ 
米国の場合、プリンタ オプションやアクセサリの情報、発注用カタログ番号などを入手するには、弊社 1-

800-CD-KODAK (1-800-235-6325) にお電話してください。カナダの場合は 1-800-465-6325 へ、その他

の地域の場合は、弊社担当者にご連絡ください。 
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スキャナをコンピュータに接続するスキャナをコンピュータに接続するスキャナをコンピュータに接続するスキャナをコンピュータに接続する    

スキャナスキャナスキャナスキャナを電源に接続するを電源に接続するを電源に接続するを電源に接続する 
スキャナを電源に接続するには、次の手順に従ってください。図の中の番号は、手順の番号に対応し

ています。 

 

    

1. 箱からスキャナを取り出し、梱包材を保管しておきます。 

2. コンピュータのそばにスキャナを置きます。 

3. スキャナ後部の電源スイッチのオフ (O) 側を押して、スキャナの電源がオフであることを確認しま

す。 

4. ご使用地域の電源に合うプラグを AC アダプタに接続します。 

5. AC アダプタ ケーブルのスキャナ側をスキャナのプラグに挿し込みます。 

 注意注意注意注意    :スキャナに付属の AC アダプタ以外は、使用しないでください。その他のアダプタを使用する

と、保証サービスの対象外になります。 

6. もう一方の端を電源コンセントに挿し込みます。 

これで、SCSI あるいは USB 接続のいずれかを使用してコンピュータとスキャナを接続できます。USB 接

続をご使用の場合は、USB 接続を行うに進んでください。次に、SCSI 接続の方法を説明します。 
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SCSI 接続を行う接続を行う接続を行う接続を行う 
次の手順に従って、スキャナとコンピュータ間の SCSI 接続を設定します。図の中の番号は、手順の番号

に対応しています。 

 

    

1. コンピュータとすべての周辺機器をシャットダウンします。 

2. PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機ユーザーのみ互換機ユーザーのみ互換機ユーザーのみ互換機ユーザーのみ : : : :    これ以降の手順を実行するには、ご使用のコンピュータで SCSI 

ホスト アダプタ カードがサポートされ、SCSI ソフトウェアがインストールされている必要があります。

この取扱説明書のお使いになる前に(PC/AT 互換機)の項に、サポートされているアダプタ カード

の一覧があります。カードを取り付ける必要がある場合は、必ず経験のある、精通した技術者が

取り付けと設定を行ってください。 

3. スキャナ後部のカバーを右にずらし、2 つの SCSI ポート (SCSI コネクタともいう) が見えるように

します。 

4. コンピュータの後部の SCSI ポートを探します (スキャナのポートではないことに注意)。そして、そ

のポートにディスク ドライブなどの外部装置がチェーン接続されていないかどうかを確認します。 

5. 他の外部装置が接続されているかどうかによって、手順が分かれます。該当する手順に進んでく

ださい。 
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外部外部外部外部 SCSI  SCSI  SCSI  SCSI 装置が接続されていない場合装置が接続されていない場合装置が接続されていない場合装置が接続されていない場合    

図の中の番号は、手順の番号に対応しています。 

 

    

1. コンピュータとスキャナの電源がオフになっていることを確認します。 

2. スキャナに付属の SCSI II ケーブルを取り出します。 

3. コンピュータ側の SCSI ポートに SCSI ケーブルを接続します。ケーブル コネクタを必ずしっかりと

固定してください。 

 注注注注 : : : :    付属のケーブルのコネクタが合わなくて接続できない場合は、接続可能な SCSI ケーブルを

購入してください。コンピュータ ショップには、さまざまなケーブルが販売されています。ケーブルを

購入する必要がある場合は、ケーブルとコネクタに途切れなく EMI シールドされている高品質ケー

ブルを購入してください。 

4. SCSI ケーブルをスキャナ後部のいずれかの SCSI ポートに接続します。ここでも、ケーブル コネ

クタを必ずしっかりと固定してください。 

5. スキャナ後部の SCSI ターミネータ スイッチをオンにします。 

6. この章で後述するスキャナの SCSI ID 番号を設定するに進んでください。 
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外部外部外部外部 SCSI  SCSI  SCSI  SCSI 装置が接続されている場合装置が接続されている場合装置が接続されている場合装置が接続されている場合    

複数の SCSI 装置がコンピュータにチェーン接続されている場合は、この項をお読みください。次の手順は、

スキャナをチェーンのどこに置くか (たとえば、チェーンの 後または中間) を決めるのに役立ちます。 

すべての装置を接続するケーブルの総延長は、4.6m を超えないようにしてください。 

1. 初にコンピュータの電源をオフにしてから、SCSI チェーンのスキャナおよびすべての SCSI 装置

の電源がオフになっていることを確認します。 

2. スキャナに付属の SCSI II ケーブルを取り出します。 

 注注注注 : : : :    付属のケーブルのコネクタが合わなくて接続できない場合は、次に説明する、チェーン接続可

能な SCSI ケーブルを購入してください。コンピュータ ショップには、さまざまなケーブルが販売さ

れています。ケーブルを購入する必要がある場合は、ケーブルとコネクタに途切れなく EMI シール

ドされている高品質ケーブルを購入してください。 

3. すでに接続されている SCSI 装置にターミネータが接続されているかどうかを確認します。そのた

めには、次の手順に従います。  

A. 初に、装置の外部 SCSI ターミネータを探します。見つかったら (これがチェーンの 後の

装置である) ターミネータを取り外します。 

B. 装置によっては、ターミネータが内蔵されています。ターミネータが内臓されているかどうかを

装置の説明書で確認します。 

4. 外部ターミネータが取り外してあるか、または接続されているどの装置もターミネータ内蔵型でな

い場合は、この手順に従います。それ以外の場合は、次の手順に進みます。この手順では、チェ

ーン接続の 後にスキャナを置くことにします。ただし、チェーンの 後の装置にターミネータが接

続されている場合には、スキャナをチェーンの任意の位置に置くことができます。 

 

A. チェーンの 後の装置の空いている SCSI ポートに SCSI ケーブルを接続します。ケーブル 

コネクタをしっかりと固定してください。 

B. ケーブルのもう一方を、スキャナ後部のいずれかの SCSI ポートに接続します。ケーブル コネ

クタをしっかりと固定してください。 
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C. スキャナ後部の SCSI ターミネータ スイッチをオンにします。 

D. この章で後述するスキャナの SCSI ID 番号を設定するに進んでください。 

5. 接続された装置のいずれかがターミネータ内蔵型の場合は、この手順に従ってください。この手順

では、ターミネータ内蔵型装置の直前にスキャナを置きます。ただし、ターミネータ内蔵型装置とコ

ンピュータの間であれば、スキャナをチェーン内の任意の位置に置くことができます (次の図では、

ターミネータ内蔵型装置を影付きで示しています)。 

 

    

A. ターミネータ内蔵型装置にケーブルを接続します。この装置は、チェーンの 後に置く必要が

あります。 

B. ターミネータ内蔵型装置から、SCSI ケーブルを取り外します。ケーブルのもう一方の端は外さ

ないでください。 

 

    

C. チェーンの、ターミネータ内蔵型装置の直前にスキャナを置きます。 

D. 今外したばかりの SCSI ケーブルをスキャナ後部のいずれかの SCSI ポートに接続します。ケ

ーブル コネクタをしっかりと固定してください。 
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E. スキャナの空いている SCSI ポートに付属の SCSI ケーブルを接続します。ケーブル コネクタ

をしっかりと固定してください。 

F. ターミネータ内蔵型装置の空いている SCSI ポートに付属ケーブルのもう一方の端を接続しま

す。ケーブル コネクタをしっかりと固定してください。 

G. スキャナ後部の SCSI ターミネータ スイッチをオフにします。 

スキャナのスキャナのスキャナのスキャナの SCSI ID 番号を番号を番号を番号を設定する設定する設定する設定する 
同一のコンピュータに接続された各 SCSI 装置には、固有の SCSI ID 番号を設定します。ID 番号が重複

しないようにしてください。また、使用頻度の高い装置には、大きな ID 番号を割り当ててください。  

1. スキャナ以外の SCSI 装置がコンピュータに接続されている場合は、スキャナに固有の ID 番号を

選択できるように、各装置の SCSI ID 番号を調べます。これらの装置の ID 番号を確認するため、

必要に応じて、各装置の説明書を参照してください。 

2. もう一度、スキャナの電源がオフになっていることを確認します。電源スイッチのオフ (0) 側が押さ

れていて、スキャナの右角隅にあるライトが消えていることを確認します (後でスキャナの SCSI ID 

番号を変更する場合、必ずスキャナの電源をオフにしてください。) 

3. 次の説明に従い、小さなドライバーを使用してスキャナ下部の SCSI ID ダイアルを回します。 

 

 

A. Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh の場合の場合の場合の場合 : : : :    Macintosh コンピュータを使用していて、選択する番号がわからない

場合、他の装置に割り当てられている番号と、0、3、および 7 以上の番号は使用しないで

ください。 

B. PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機の場合互換機の場合互換機の場合互換機の場合 : : : :    0、および 7 以上の番号は選択しないでください。SCSI ホスト ア

ダプタの番号は使用しないでください。使用できない SCSI ID を確認するには、ご使用の 

SCSI ホスト アダプタのマニュアルを参照してください。他の接続済み装置に割り当てられ

ている番号は選択しないでください。 
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USB 接続を行う接続を行う接続を行う接続を行う 
1. まだ電源コードを接続していなければ、この章で既述のスキャナを電源に接続するの手順に

従い、電源コードを接続します。 

2. Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh の場合の場合の場合の場合 : : : :    ご使用のコンピュータで USB コネクタを使用できること、および正常に動

作することを確認してください。 

 

3. PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機の場合互換機の場合互換機の場合互換機の場合 : : : :USB コネクタを使用できるか、また正常に動作するかどうかがわから

ない場合は、次の手順に従います。次の条件がすべて満たされる場合、ご使用のコンピュータ

では USB 接続がサポートされています。 

A. デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンを右クリックします。 

B. 表示されるポップアップ メニューから [プロパティ] を選択します。 

C. [プロパティ] 画面のオペレーティング システムが Microsoft Windows 98 または Windows 

2000 であることを確認します。それ以外の場合は、スキャナの USB ポートは使用できま

せん。 

D. [デバイス マネージャ] タブをクリックします。 

E. デバイス一覧に [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] が入っていて、黄または赤の

インジケータが表示されていないことを確認します。 

F. [USB (Universal Serial Bus) コントローラ] リスト項目の左側にあるプラス記号 (+) をクリッ

クして、展開します。 

G. コントローラと [USB ルート ハブ] の両方が表示されていることを確認します。 

H. [USB ルート ハブ] をダブルクリックします。 

I. ダイアログ ボックス中央の [デバイスの状態] に「このデバイスは正常に動作していま

す。」と表示されていることを確認します。 

J. これらのダイアログ ボックスを閉じます。 

4. コンピュータとすべての周辺機器をシャットダウンします。 

5. スキャナの電源がオフになっていることを確認します。 
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6. スキャナ後部のカバーを左にずらし、USB ポートが見えるようにします。 

7. スキャナに付属の USB ケーブルを取り出します。 

8. 付属の USB ケーブルの両端のコネクタが異なっていることに注意してください。USB ケーブ

ルの該当するコネクタをスキャナに接続します。 

9. USB ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータに接続します。 
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スキャナスキャナスキャナスキャナ    ソフトウソフトウソフトウソフトウェアをインストールするェアをインストールするェアをインストールするェアをインストールする    

1. スキャナおよびコンピュータ システムのすべての構成要素の電源を入れます。 

2. まだインストールしていない場合は、Adobe Photoshop をインストールします。 

3. Photoshop のマニュアルの説明に従って、モニタのガンマを必ず調整してください。 

4. スキャナに付属の、このソフトウェアが入っている次のラベルの CD を探します。 

• KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナ アクワイヤ モジュール/ 

Macintosh 用 

• KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナ TWAIN データ ソース/ 

WINDOWS システム用 

5. 起動しているプログラムをすべて終了します。 

6. CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 

7. インストールが自動的に起動されない場合は、次の手順に従います。 

A. Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh の場合の場合の場合の場合 : : : :    CD 用のウィンドウを開き、インストール プログラムを実行します。 

B. PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機の場合互換機の場合互換機の場合互換機の場合 : : : :    [[[[スタートスタートスタートスタート]]]] から、[[[[ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行]]]] をクリックします。

[[[[ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行ファイル名を指定して実行] ] ] ] ダイアログ ボックスに、「「「「D:D:D:D:\\\\setupsetupsetupsetup」」」」と入力して [OK] [OK] [OK] [OK] をクリッ

クします(ご使用の CD-ROM ドライブが「D」でない場合、該当するドライブを指定します)。 

8. 画面に表示される指示に従います。 

9. CD を取り出し、保管します。ファイルのインストール作業は 1 回きりですが、後で再インストー

ルが必要になる場合があります。 
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ストリップフィルムとスライドを装てんするストリップフィルムとスライドを装てんするストリップフィルムとスライドを装てんするストリップフィルムとスライドを装てんする    

ストリップフィルムストリップフィルムストリップフィルムストリップフィルム 
このスキャナでは、長さ 3 ～ 36 フレームまでの 35mm ストリップフィルムを使用でき、カラー ネガ フィ

ルム、カラー ポジ フィルム (スライド)、白黒ネガ フィルムを読み取ることができます。 

 注意注意注意注意    :1 ～ 2 フレームしかないフィルムは装てんしないでください。また、スプライス フィルムはサポー

トしていません。したがって、スキャナには使用できません。 

スキャナにフィルムを装てんするには、次の手順に従います。まず、コンピュータとスキャナの両方の

電源が入っていることを確認してください。 

1. フィルムを扱うため、装てんの際にはフィルム保護用の手袋の使用をお勧めします。 

2. 番号付きの識別ラベルがフィルムの先頭または末尾に貼り付けられている場合は、残りのフィ

ルム長を少なくとも 3 フレーム残して、そのラベルをカットします(このスキャナでは、3 フレー

ムより短いストリップフィルムは使用できません。) 

3. フィルムの先頭または末尾に余白部分がある場合は、残りのフィルム長を少なくとも 3 フレー

ム残して、余白部分をカットします。 

4. ストリップフィルムに汚れやほこりがないことを確認します。もし付着物があれば、必要に応じ

て取り除いてください。 

5. 次の点に注意して、フィルムをセットします。 

• フィルムは、スキャナの左側から挿入します。 

• フレーム番号の大きい方が先頭になるように、フィルムをスキャナにセットします。 

• ストリップフィルムのへりにあるデータが、フィルムの上側になるようにします。 

このようにすると、フィルムの感光乳剤の貼付された側が手前になります。 

    

6. スキャナによってフィルムが検知され、自動的に引き込まれるまで、スキャナの左側から静か

にフィルムを挿入します。 
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7. スキャナ上部のボタンを使用して、次のようにストリップフィルムの位置を調整します。 

A. Eject (Eject (Eject (Eject (取り出取り出取り出取り出しししし):):):):    このボタンを押すと、スキャナに挿入されたフィルムが左側から出てきま

す。後述するスキャナ ソフトウェアの [戻して取り出し] ボタンと同じ機能です。 

B. Reverse (Reverse (Reverse (Reverse (戻す戻す戻す戻す):):):):このボタンには、2 つの機能があります。軽く押した場合は、現在のフレー

ムからフィルムを少しずつ左 (戻す) に移動します。約 0.5 秒間押し下げた場合は、ストリ

ップフィルムを 1 フレーム分左に移動します。(後述するスキャナ ソフトウェアの [戻す] ボ

タンと同じ機能を実行します。) 

C. Forward (Forward (Forward (Forward (進める進める進める進める):):):):このボタンには、2 つの機能があります。軽く押した場合は、現在のフレ

ームからフィルムを少しずつ右 (進む) に移動します。約 0.5 秒間押し下げた場合は、フィ

ルムを 1 フレーム分右に移動します。(後述するスキャナ ソフトウェアの [進める] ボタン

と同じ機能を実行します。) 

スライドスライドスライドスライド 
このスキャナでは、35mm のスライド マウントを一度に 1 枚装てんすることができます。スライド ホル

ダは使用しません。 

    

1. スライドに汚れやほこりがないことを確認します。もし付着物があれば、必要に応じて取り除い

てください。 

2. 次の点に注意して、スライドをセットします。 

• スライドの上部からスキャナに差し込みます。 

• イメージの向きは、自分の方に向け、実際に目に見えるとおりにします (反転させない)。 

3. 親指と人差し指でスライド マウントを持ち、スキャナ前部の溝へ静かに挿入し、スライドが溝の

奥に達するまで差し込みます。 

4. 挿入したスライドを取り出すときは、親指と人差し指を開口部に入れ、スキャナからスライドを

引き出します。 

 重要重要重要重要 : : : : スライドの場合、スキャナ上部の Eject (取り出し) ボタンは使用できません。 
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チュートリアルチュートリアルチュートリアルチュートリアル : : : :スキャナスキャナスキャナスキャナ    ソフトウェアを使用するソフトウェアを使用するソフトウェアを使用するソフトウェアを使用する    

スキャナ ソフトウェアには、さまざまな使用方法があり、ユーザーの要件に応じて、使用方法を選択

することができます。この項では、そのうちの 1 つの方法について説明し、ソフトウェアの機能の概要

を説明します。ソフトウェアの各機能の詳細については、リファレンス – ソフトウェアを参照してくださ

い。 

ここでは、ご使用のコンピュータと Adobe Photoshop の操作に精通していることと、スキャナをコンピュ

ータに接続するで説明したとおりにスキャナとコンピュータが接続されていることを前提に説明します。

また、この取扱説明書の次の各項をお読みになっていることも前提にしています ― 安全にお使いい

ただくために、スキャナ ソフトウェアをインストールする、およびストリップフィルムとスライドを装てん

する。 

初の項では、1 つのイメージをスキャンする方法について説明します。ただし、複数のイメージを選

択し、一括してスキャンすることも可能です。この概念については、後述のイメージの複数選択の 

処理を参照してください。 

スキャナスキャナスキャナスキャナ ソフトウェアを起動するソフトウェアを起動するソフトウェアを起動するソフトウェアを起動する 
スキャナを使用する場合、必ずこの項の手順に従ってください。 

1. ご使用のコンピュータ、スキャナ、その他の装置 (ある場合) の電源をすべてオフにしてから、

スキャナ後部の電源スイッチのオン (I) 側を押して、スキャナの電源を入れます。スキャナ上

部のランプが点灯します。 

 スキャナでスタートアップ処理が実行され、使用可能な状態になります。 

 注意注意注意注意    :スキャナで SCSI 接続を使用している場合、コンピュータの電源を入れる前に、スキャナ

の電源を入れてください。    

2. 他の装置がある場合は、それらの電源を入れます。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

4. Adobe Photoshop を起動します。 

5. ご使用のコンピュータで、次のようにしてスキャナ ウィンドウを開きます(スキャナの選択肢が

表示されない場合は、スキャナ ソフトウェアをインストールするの手順に従って、ソフトウェアを

再インストールしてください)。 

    Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh の場合の場合の場合の場合 : : : :    Adobe Photoshop の [ファイル] メニューから [読み込み] サブメニューを

クリックして、[KODAK RFS 3600] を選択します。スキャナ ソフトウェアのウィンドウが表示され

ます。 

 PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機の場合互換機の場合互換機の場合互換機の場合 : : : :次の手順に従います。 

A. Adobe Photoshop の [ファイル] メニューから [読み込み] サブメニューをクリックして、

[TWAIN_32 Source] を選択します。[Select Source] ダイアログ ボックスが表示されます。 

B. [RFS 3600 Twain データ ソース] をクリックします。 

C. [選択] をクリックします。すると、Adobe Photoshop に戻ります。 

 注 :ソフトウェアを使用するたび、手順 A ～ C を繰り返す必要はありません。次に使用す

るときは、次の手順 D. から実行してください。 
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D. [ファイル] メニューの [読み込み] サブメニューから [TWAIN_32] を選択します。スキャナ 

ソフトウェアのウィンドウが表示されます。 

6. 次のウィンドウが表示されます。このウィンドウには、主要な機能のタブが 3 つ ([設定]、[カラ

ー バランス]、[レベルとカーブ]) あり、その周囲にはさまざまなコントロールが並んでいます 

(「スキャナが見つかりませんでした。」というメッセージが表示された場合は、メッセージの項を

参照してください)。 

  

スキャンしたイメージを作成するスキャンしたイメージを作成するスキャンしたイメージを作成するスキャンしたイメージを作成する 
一般的な作業セッションでは、次の手順を実行します。次の手順リストに続いて、各手順をチュートリ

アル形式で説明します。 

A. [設定] タブで、フィルム タイプ、プロファイル、カラー レベルなど、スキャナの設定を行います。  

B. ストリップフィルムまたはスライドをプレスキャンします。画面上部には、イメージのサムネイル

が横一列に表示されます。 

C. 必要に応じて、回転、反転、トリミングを行います。 

D. 幅と高さ、倍率、解像度により出力サイズを指定します。 

E. 画面右側のコントロールを使用して、色を調節します。 

F. [カラー バランス] および [レベルとカーブ] タブで、色を微調整します。 

G. イメージのスキャンを実行します。 

H. 設定を保存して、ソフトウェアを終了します。 
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注意注意注意注意 : : : :ここまでの手順を実行した時点で、チュートリアルを終了することもできます。その場合は、

[Done] ボタンをクリックして、スキャナ ソフトウェア ウィンドウを閉じます。   

 

A.A.A.A.    スキャナをスキャナをスキャナをスキャナを設定する設定する設定する設定する ([ ([ ([ ([設定設定設定設定] ] ] ] タブタブタブタブ))))    

1. ストリップフィルムとスライドを装てんするで説明されているとおり、スキャナにストリップフィル

ムまたはスライドを装てんします。この項では、ストリップフィルムがすでに装てんされているも

のとします。 

2. フィルム タイプを設定します。 

A. [ネガ]、[ポジ (スライド フィルム)]、または [白黒] のいずれかを選択します。 

B. ドロップダウン メニューから、特定のフィルム タイプを選択します。 

 

3. プロファイルを設定します。 

A. [モニタ] ドロップダウン リストから、ご使用のカラー モニタを選択します。該当するモニタ

がリストにない場合は、[Generic Monitor] を選択してください。スキャナ ソフトウェアによ

って実行されるプレビューの色は、ユーザーが選択したモニタに基づいて調整されます。 

B. [出力] ドロップダウン リストから、International Color Consortium (ICC) プロファイルの出

力先 (たとえば、特定のプリンタ) を選択します。希望のカラー出力先がリストにない場合

は、[RGB] を選択してください。 

 

4. [カラー レベル] ドロップダウン リストから、チャンネルあたりのビット数として、 [8 ビット] また

は [12 ビット] を選択して、カラー レベルを指定します。「12 ビット」の場合、スキャナでキャプ

チャされる色の濃淡の数が「8 ビット」の場合に比べて多くなり、スキャン結果がオリジナルに

近くなりますが、ファイル サイズは大きくなります。[8 ビット] を選択すると、ファイル サイズが

小さくなり、高速にスキャンできます。 

 

B.B.B.B.    フィルムをプレスキャンするフィルムをプレスキャンするフィルムをプレスキャンするフィルムをプレスキャンする    

ストリップフィルムの場合、プレスキャンするイメージを 1 つ選択する (手順 1) ことも、ストリップフィル

ム全体をプレスキャンする (手順 2) こともできます。全体のプレスキャンの場合、ストリップフィルムが

長いと、かなり時間がかかります。次に、各オプションを説明します。ただし、ストリップフィルムをすべ

てプレスキャンする場合でも、フレームを正しく調整できるように、手順 1 から行ってください。 

1. つのイメージをプレスキャンする場合 :  
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A. ソフトウェアの [フィルム送り] 領域の [戻す] および [進める] ボタンを使用して、プレスキ

ャンしたいイメージまで、ストリップフィルムを進めます。次の図は、左から [戻して取り出

し]、[戻す]、[進める]、[進めて取り出し] ボタンを示します。(また、スキャナ上部のボタン

を使用して、前述のようにストリップフィルムの位置を調整することもできます)。 

 

B. [フレームのプレスキャン] ボタンをクリックして、スキャナ内のスキャン位置に配置されて

いる、1 フレームをプレスキャンします。 

 

C. プレスキャンでイメージが正しく中央に配置されなかった場合は、必要に応じて、スキャナ

上部の [Reverse (戻す)]、[Forward (進める)] ボタンを軽く押し、現在のフレームの位置を

微調整します。このとき、フレームが中央に配置されるように、スキャナ上部のビューアを

見ながらフィルムを移動させることができます。もう一度、[フレームのプレスキャン] ボタン

をクリックします。リファレンス – ソフトウェア (フィルム送り)に説明されているとおり、ソフト

ウェアでも同じ機能を実行することができます。 

2. ストリップフィルム全体をプレスキャンする場合 :  

[ストリップのプレスキャン] ボタンをクリックします。ストリップフィルム全体がプレスキャンされ

ます。画面上部にサムネイルが横一列に表示され、画面中央のイメージ領域にはスキャンさ

れた 初のイメージが自動的に表示されます。この章の以降の図は、1 つのイメージではなく、

ストリップフィルムをプレスキャンしたものとして例示しています。 

 

(ストリップフィルムの全フレームがプレスキャンされる前であれば、キャンセルするボタンを押

して、ストリップのプレスキャン 操作をキャンセルすることができます)。 
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3. スキャンしたいイメージが表示されるまで、サムネイルの両端にある矢印ボタンをクリックしま

す。 

 

4. 以降の手順でスキャンするイメージのサムネイルをクリックします。そのサムネイルは赤枠で

囲まれ、画面中央のプレビュー イメージ ウィンドウにそのイメージが表示されます。 

C.C.C.C.    回転、反転、トリミングを実行する回転、反転、トリミングを実行する回転、反転、トリミングを実行する回転、反転、トリミングを実行する    

1. (オプション)イメージ回転ボタンを使用して、イメージとサムネイルを反時計回りに 90 度、時計

回りに 180 度、90 度回転します。 

 

2.  (オプション)反転ボタンを使用して、イメージとサムネイルを水平または垂直方向に反転し 

ます。 

 

3. (オプション)トリミングしたい領域の隅から対角線上の隅へポインタをドラッグして、イメージをト

リミングします。選択した領域がトリミング領域で囲まれます。トリミング効果は、後でイメージ

がスキャンされたときに現れます。 

4. (オプション)トリミング領域の境界または隅にポインタを置いたまま移動し、希望するサイズま

でドラッグして、トリミング領域のサイズを変更します。既存のトリミング領域を移動するには、

ポインタをトリミング領域内に移動してから、希望する位置にドラッグします。トリミング領域を

除去するには、プレビュー イメージ上のトリミング領域の外側でクリックします。 

D.D.D.D.    出力サイズを設定する出力サイズを設定する出力サイズを設定する出力サイズを設定する ( ( ( (幅幅幅幅////高さ、拡大、解像度高さ、拡大、解像度高さ、拡大、解像度高さ、拡大、解像度))))    

この項では、[設定] タブの [出力サイズ] 領域にある、いくつかの項目について簡単に説明します。

詳細については、この取扱説明書の出力サイズと入力値の項を参照してください。 

フレームのスキャンする部分や解像度をコントロールできます。フレームのスキャン部分をコントロ

ールする 1 つの方法は、前述のように、トリミング領域をドラッグすることです。これにより、画面に

表示された、イメージ右側の [スキャン領域] ([幅] と [高さ])が変更されます。後述のように、間接

的にスキャン解像度をコントロールすることもできます (同様にイメージの右側にある、[入力解像

度] による)。 

[出力サイズ] の [幅] と [高さ] を変更すると、出力イメージの寸法をコントロールできます。また、

[出力サイズ] の [入力解像度] を変更すると、出力イメージの解像度をコントロールできます。 

[スキャン領域] と ［入力解像度］ の値を、スキャンしたイメージの寸法と解像度に変換する操作は、

同じ倍率によって ([Input Size Magnify]) コントロールすることができます。ただし、倍率を変更する

と、寸法と解像度の変換結果は異なったものになります。出力イメージの寸法を大きくするほど、

出力解像度は低くなります。それは、スキャンしたイメージはフィルムのサイズより大きくすることが

できるからです。出力イメージの寸法を小さくするほど、出力解像度は高くなります。それは、スキ

ャンしたイメージは、フィルムのサイズよりも小さくすることができるからです。 



コダック RFS 3600 取扱説明書 日本語版  87 / 18 / 2000  27 ページ 
 

入力と出力の幅、高さ、解像度、倍率は相互に関連付けられているため、これらの値のいずれか

を変更するだけで、ソフトウェアによってその他の値が 1 つ以上自動的に変換、補正されます。ま

た、[Output Size Lock] ボックスがオンになっている場合は、出力寸法は固定されるため、[スキャ

ン領域] は [Output Size Width] および [Output Size Height] によって定義されたアスペクト比を維

持するよう固定されます。 

次の表には、ソフトウェアが値を変更する際に従うガイドラインを示します。 

変更項目変更項目変更項目変更項目    ソフトウェアによる変更項目ソフトウェアによる変更項目ソフトウェアによる変更項目ソフトウェアによる変更項目    

[Output Size Resolution] [Scan Resolution] (画面の [入力解像度]) 

[Output Size Width] [Scan Area Width] 

[Output Size Height] [Scan Area Height] 

[Scan Area Height] (トリミン

グ領域のドラッグによる) 

[Output Size Height] ([Output Size Lock] がオフの場合) 

[Scan Area Width]、[Scan Area Magnify]、[Output Size 

Resolution] ([Output Size Lock] がオンの場合) 

[Scan Area Width] (トリミン

グ領域のドラッグによる) 

[Output Size Width] ([Output Size Lock] がオフの場合) 

[Scan Area Height]、[Scan Area Magnify]、[Output Size 

Resolution] ([Output Size Lock] がオンの場合) 

[拡大] [Output Size Width]、[Output Size Height]、[Output Size 

Resolution] ([Output Size Lock] がオフの場合) 

[Scan Area Width]、[Scan Area Height]、[入力解像度] 

([Output Size Lock] がオンの場合) 

 

このソフトウェアでは、通常、[拡大] の値からではなく、まず幅と高さ (出力またはスキャン) から変

更するようになっています。ソフトウェアが倍率を変更する必要があるのは、[Output Size Width] と 

[Output Size Height] がロックされた状態で、ユーザーがトリミングする場合だけです。また、これ

は [Output Size Resolution] を変更した場合と同じ結果になります。 

これらの状況を考慮に入れた上で、次に、ソフトウェア全体における測定単位の環境設定を行い、

これらの設定を含む簡単な例を 2 つ示します。 

1. プレビュー イメージの左上隅にある定規の交点にある小さなボタンをクリックして、センチ (cm)、

インチ (in)、ピクセル (px) から希望する測定単位を選択します。クリックするたびに、3 種類の

測定単位が順次表示されます。ここで選択した単位は、ソフトウェア全体で使用されます。 

2. イメージをトリミングします。 

A. トリミング領域をドラッグします。 

B. 必要に応じて、[拡大] の値を変更します。これにより、[スキャン領域] の値に影響することな

く、出力寸法が変更されます。 

3. [出力サイズ] の特定値を保持します。 

A. [Output Size Width] と [Output Size Height] に希望する値を入力します。 
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B. [ロック] がオンになっていることを確認します。これにより、イメージをトリミングしても、

[Output Size Width] と [Output Size Height] が自動的に変更されることはありません。[出力

サイズ] のアスペクト比 (幅 : 高さ) が 35mm フレームのアスペクト比と一致しない場合、トリミ

ング領域にはフレームのアスペクト比が適用されます。トリミング領域のいずれかの寸法が

大に設定されると、他方の寸法はその 大よりも小さくなり、フレームに中央揃えされます。 

C. 必要に応じて、イメージの別の領域にトリミング領域をドラッグします。 

これらの値を変更すると、指定したパラメータでスキャンを完了できないことを示すメッセージが表

示されることがあります。これらのパラメータ値の決定方法の詳細については、この取扱説明書の

出力サイズと入力値の項を参照してください。 

E.E.E.E.    色を調整する色を調整する色を調整する色を調整する ([ ([ ([ ([クリッククリッククリッククリック    バランスバランスバランスバランス]]]]、、、、[[[[オートバランスオートバランスオートバランスオートバランス]]]]、、、、[[[[初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す]]]]、、、、[[[[シャープネスシャープネスシャープネスシャープネス] ] ] ] ボタンボタンボタンボタン))))    

1. (オプション)イメージ ウィンドウという、別のウィンドウを表示するには、[イメージ ウィンドウ] ボ

タンをクリックします。このウィンドウは、メイン ウィンドウの手前に表示されます。このイメージ

への色変更を拡張表示する場合に、このウィンドウを使用します。このウィンドウで処理すると、

イメージが拡大されてより正確なプレビューができます。 

 注意注意注意注意::::このウィンドウは便利ですが、使用するかどうかは任意です。この補助的なウィンドウを

使用しなくても、これと同じ機能を使用することができます。 

  

2. (オプション)イメージを拡大または縮小するには、2 つのズーム ボタンを使用します。ズーム 

ボタンをクリックし、オンにしてからイメージをクリックします。オフにするには、もう一度ボタンを

押します (または、これ以上拡大/縮小できない場合も、自動的にオフになります)。 
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3. (オプション)いったん拡大すると、[移動] ボタンが使用できるようになります。これで、ウィンド

ウ内の別の領域へイメージをドラッグできます。[移動] ボタンをクリックしてオンにし、イメージ

をドラッグしてから、もう一度ボタンをクリックしてオフにします。 

 

4. (オプション)メイン ウィンドウの各カラー バランス ボタンは、この手順で説明されているとおり、

イメージの色を調整するために使用します。この調整結果は、画面上の大きいイメージで確認

できます。サムネイルでは確認できません(サムネイルは、回転と反転の場合にのみ変更でき

ます。その他のイメージ調整は、サムネイルには表示されません)。 

 ポインタをイメージ上に移動すると、画面の右側には、現在のポインタ位置での CMYK または 

RGB カラー値が表示されます。CMYK と RGB のいずれの値が表示されるかは、[設定] タブ

の [プロファイル] 領域で選択した [出力] の値によって異なります。 

 または   

 

• [オートバランス] ボタンをクリックすることによって、このボタンをオンまたはオフ (ボタン

「ダウン」/ボタン「アップ」) にして、シーン バランス アルゴリズムを適用するかどうかを制

御します。Kodak が開発したシーン バランス アルゴリズム (SBA)は、カラー バランスと濃

度を 適化します。フィルム タイプがネガまたは白黒の場合、ボタンは自動的にオン (「ダ

ウン」) になります。ただし、ボタンをクリックしてオフにすれば、SBA 効果を適用しないよう

にすることもできます。カラー ポジ フィルム (スライド フィルム) をプレスキャンする場合、

初期設定では SBA は適用されません。ただし、その場合もボタンはオフ (「アップ」) にな

っていますが、このボタンをクリックして、SBA を適用することもできます。 

 

 

• クリック バランス ボタンという [黒]、[グレー]、[白] の各ポインタ ボタンを使用すれば、イ

メージのカラー バランスを迅速に自動調整できます。この機能を実行するには、クリック

が 3 回以上必要です。まず、これらのいずれかのボタンをクリックします。たとえば、[白ポ

インタ] ボタンを 1 回クリックすると、ポインタの形が変更され、ボタン型のスポイトになり

ます。次は、イメージ上の白くしたい部分をクリックします。すると、イメージのカラー バラ

ンスは、白くした部分に基づいて自動的に調整されます。調整結果は、表示されているイ

メージ上ですぐに確認できます希望どおりにならない場合、必要に応じて、再度クリックし

ます。 後に、この機能をオフにするため、もう一度そのボタンをクリックするか、または別

のクリック バランス ボタンをクリックします。また、黒と白のクリック バランス ボタンをダブ

ル クリックすると、この機能をより細かく制御できます。詳細については、この取扱説明書

のリファレンス – ソフトウェア (クリック バランス ボタン ([黒ポインタ]、[グレー ポインタ]、

および [白ポインタ] ボタン))を参照してください。 
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2 回目のクリックをした後、ボタンがオン (「ダウン」) になったままなので、イメージにこの

クリックバランス機能が適用されていることがわかります。 

 

• [初期設定バランスに戻す] ボタンをクリックすると、初期設定のカラー バランスが適用さ

れます。これにより、[黒]、[グレー]、および [白] の各ポインタ ボタンで行った変更を元に

戻すことができます。ただし、このボタンは、[オートバランス] で適用されたシーン バラン

ス アルゴリズムには機能しません。 

 

5. (オプション)直前の操作を元に戻すには、[元に戻す] ボタンをクリックします。これは、1 つ前

の操作に対してのみ実行できます。 

 

6. (オプション)[シャープネス] レベルを [オフ]、[低]、[中]、[高] から選択します。これにより、イメ

ージの要素 (ピクセル) 間の境界レベル定義を調整できます。[高] の場合は、 大値に定義さ

れます。 

 

F.F.F.F.    色を微調整する色を微調整する色を微調整する色を微調整する ([ ([ ([ ([カラーカラーカラーカラー    バランスバランスバランスバランス] ] ] ] およびおよびおよびおよび [ [ [ [レベルとカーブレベルとカーブレベルとカーブレベルとカーブ] ] ] ] タブタブタブタブ))))    

1. (オプション)[カラー バランス] タブをクリックして、カラー バランス、明るさ、コントラスト、彩度

のコントロールにアクセスできます。このタブには、現在のイメージの [先] と [後] のバージョ

ンが表示されることに注意してください。これらのバージョンは、このタブを選択したばかりのと

きは同じになっています。このタブを終了すると、[後] 位置にあるイメージがすべての画面で

更新済みイメージとなります。 
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2. (オプション)[明るさ]、[コントラスト]、[彩度] の各値を変更するには、スライダをドラッグするか、

またはその横にあるフィールドに「-100」から「+100」までの整数を入力します。この数値は、パ

ーセント値を示しています。 

 

3. (オプション)[シアン/赤]、[マゼンタ/緑]、および [イエロー/青] の値を調整するか、またはその

横にあるフィールドにパーセント値を示す「-100」から「+100」までの整数を入力します。 

 

4. (オプション)このタブを開いてから、スライダでイメージに加えたカラー バランス調整をすべて

元に戻す必要があれば、[リセット] ボタンをクリックします([元に戻す] ボタンは直前の変更の

みを元に戻しますが、この [リセット] ボタンではこのタブに移動してから行った変更すべてを

元に戻します。) 
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5. (オプション)[レベルとカーブ] タブをクリックすると、より高度なカラー調整ツールを使用できま

す。このタブでは、前述の [カラー バランス] タブで説明したように、イメージの [先] と [後] の

バージョンに作用します。 

  

6. (オプション)チャンネルを [すべて]、または個別に [赤]、[緑]、[青] に設定します。ヒストグラム

とトーン カーブの選択 (下記参照) は、チャンネルの選択に適用されます。 

 

7. (オプション)グリッドをクリックするか、または [先] のイメージ上の希望する位置にカーソルを

置いて、Windows の場合は Ctrl キーを押しながらクリック、Macintosh の場合は Command キ

ーを押しながらクリックして、トーン カーブに 4 つまで点を作成します。カーブ上の点は、移動

したり、削除しないかぎり固定されます。点をドラッグして新しい位置に移動したり、カーブから

離れた点にドラッグして点を削除します。 

 ヒストグラムとトーン カーブの機能は、Photoshop (バージョン 5.0 以降) の機能と同様です。 

 出入力スライダの詳細については、リファレンス– ソフトウェア (チャンネル、ヒストグラム、 

カーブ)を参照してください。 

8. (オプション)このタブでイメージに加えたカラー バランス調整をすべて元に戻す必要があれば、

[リセット] ボタンをクリックします([元に戻す] ボタンでは直前の変更のみを元に戻しますが、

[リセット] ボタンではこのタブに移動してから行った変更すべてを元に戻します)。 

 

DEPARTMENT DTP


DEPARTMENT DTP
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G.G.G.G.    スキャンを実行するスキャンを実行するスキャンを実行するスキャンを実行する    

1. [スキャン] ボタンをクリックして、選択したフレームのスキャンを実行します。このスキャンの結

果は、Photoshop ウィンドウにイメージとして表示されます。 

 

2. (オプション)[スキャン] ボタンの代わりに、[スキャンしてファイルに保存] ボタンをクリックするこ

ともできます。スキャンの結果は、Photoshop ウィンドウでファイルを開くという中間処理なしで、

ファイルに直接保存されます。表示されるダイアログ ボックスで、ファイルの保存場所、ファイ

ルの種類を選択し、ファイル名を入力します。 

 

H.H.H.H.    設定を保存して設定を保存して設定を保存して設定を保存して、ソフトウェアを終了する、ソフトウェアを終了する、ソフトウェアを終了する、ソフトウェアを終了する    

後に、現在の設定を保存して、スキャナ ソフトウェアを終了します。 

1. (オプション)[Save Scan Profile] ボタンをクリックして、3 つの全タブの現在の設定を保存しま

す。これによって、今後のスキャン処理で設定を呼び出して使用することができます。表示され

るダイアログ ボックスに、現在のプロファイル用の名前を入力します。 

これにより、特定、つまりある状況に特有の撮影条件に合ったカスタム プロファイル (たとえば、

「冬の戸外」) を作成できます。後から作業セッションで、この領域に表示されるドロップダウン 

リストから名前を選択すれば、保存済みのプロファイルを使用できます。 

 

2. スキャナ上部にある [Eject (取り出し)] ボタンを押すか、またはスキャナ ソフトウェアの [フィル

ム送り] 領域の [戻して取り出し] か [進めて取り出し] ボタンをクリックして、スキャナからスト

リップフィルムを取り出します。 

3. [Done] ボタンをクリックして、スキャナ ソフトウェアを終了します。プレスキャンしただけでスキ

ャンは実行していない場合は、ソフトウェアを終了してよいかどうかを確認するメッセージが表

示されます。名前を付けて保存しない場合でも、前述のとおり現在のスキャナ設定は保存され

るので、次にソフトウェアを起動した際に、この設定が初期設定となります。 

 

4. 必要に応じて Photoshop に戻り、イメージ処理を行うことができます (イメージを Photoshop 

ウィンドウにスキャンした場合)。 

5. 必要に応じて、Photoshop でイメージを編集し、保存します。 

6. Photoshop を終了します。 

7. コンピュータの電源を切ります。 

8. スキャナの電源を切ります。 
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リファレンスリファレンスリファレンスリファレンス    ––––    ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア    

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナには、次のハードウェア機能があります。 

電源コネクタと電源スイッチ電源コネクタと電源スイッチ電源コネクタと電源スイッチ電源コネクタと電源スイッチ     
電源コネクタに AC アダプタ ケーブルのプラグをはめ込みます。 

 重要重要重要重要:KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナに付属の AC アダプタ以外は、使用しないでく

ださい。 

電源スイッチは、スキャナの電源をオンまたはオフにします。スキャナ前面上部の右隅にある、緑色 LED 

ランプは、スキャナの電源がオンの場合に点灯します。 

4 4 4 4 つの操作ボタンつの操作ボタンつの操作ボタンつの操作ボタン 
• Eject (Eject (Eject (Eject (取り出し取り出し取り出し取り出し))))：：：：    このボタンを押すと、ストリップフィルムが左側に戻され、スキャナから排出されます。

これは、スキャナ ソフトウェアの [戻して取り出し] ボタンの機能と同じです。スライド用の取り出しボタ

ンはありません。スライドは手で取り出してください。 

• Reverse (Reverse (Reverse (Reverse (戻す戻す戻す戻す))))：：：：このボタンには、2 つの機能があります。軽く押した場合は、現在のフレームからフィ

ルムを少しずつ左 (戻す) に移動します。このとき、フレームが中央に配置されるように、スキャナ上部

のビューアを見ながらフィルムを移動させることができます。約 0.5 秒間押し下げた場合は、ストリップ

フィルムを 1 フレーム分左に移動します。このボタンは、スキャナ ソフトウェアの [戻る] ボタンと同じ

機能です。 

• Forward (Forward (Forward (Forward (進める進める進める進める))))：：：：このボタンには、2 つの機能があります。軽く押した場合は、現在のフレームからフ

ィルムを少しずつ右 (進む) に移動します。このとき、フレームが中央に配置されるように、スキャナ上

部のビューアを見ながらフィルムを移動させることができます。約 0.5 秒間押し下げた場合は、フィル

ムを 1 フレーム分右に移動します。このボタンは、スキャナ ソフトウェアの [進める] ボタンと同じ機能

です。 

• Scan (Scan (Scan (Scan (スキャンスキャンスキャンスキャン))))：：：：    このボタンを押すと、選択したフレーム (スキャナ ソフトウェアで赤枠で囲まれている

サムネイル) をすべてスキャンします。選択したイメージがない (1 フレームもプレビューしていない) 

場合は、スキャナ内でスキャン位置にある現在のフレームがスキャンされます。このボタンを使用す

るには、Photoshop が起動され、スキャナ ソフトウェアが実行されている必要があります。スキャンし

たイメージはそれぞれ個別の [Photoshop] ウィンドウに表示されます。このボタンは、スキャナ ソフト

ウェアの [スキャン] ボタンと同じ機能です。 
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コンピュータ接続コンピュータ接続コンピュータ接続コンピュータ接続 (SCSI およびおよびおよびおよび USB) 
スキャナは、SCSI II 接続か USB 接続でコンピュータに接続できます。 

SCSI SCSI SCSI SCSI コネクタとコネクタとコネクタとコネクタと SCSI ID  SCSI ID  SCSI ID  SCSI ID コントローラコントローラコントローラコントローラ    

スキャナには、2 つの SCSI II コネクタがあります。これにより、スキャナを SCSI チェーンの任意の位

置に接続できます。スキャナ後部のスイッチを使用すると、内蔵ターミネータのオン/オフを切り替える

ことができます。詳細については、スキャナをコンピュータに接続するを参照してください。 

SCSI ID SCSI ID SCSI ID SCSI ID スイッチスイッチスイッチスイッチ    

SCSI ID ダイアルによって、スキャナに希望の SCSI ID を設定することができます。 

USB USB USB USB ポートポートポートポート    

USB 接続可能なスキャナには、USB ポートがあります。 
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リファレンス – ソフトウェア 

ソフトウェアの画面は、3 つのタブが表示される中央の領域と、その周囲に置かれたその他のボタンやコ

ントロールで構成されています。 

このソフトウェア リファレンスは、次の 5 つの項に分かれています。 

• 一般的な画面レイアウト 

• [設定] タブ 

• [カラー バランス] タブ 

• [レベルとカーブ] タブ 

• イメージの複数選択の処理 

 

一般的な画面レイアウト一般的な画面レイアウト一般的な画面レイアウト一般的な画面レイアウト 
サムネイルサムネイルサムネイルサムネイル イメージイメージイメージイメージ 

 

この領域には、プレスキャンしたフレームのサムネイルが表示されます。サムネイルを生成するには、

[フレームのプレスキャン] ボタン、または [ストリップのプレスキャン] ボタンをクリックします。ストリップ

フィルム (スライドではない) を処理する場合、この領域に 6 つまでの連続するサムネイルを表示でき

ます。スライドの場合は、1 つのイメージしか表示できません。1 つもまだプレスキャンをしていない場

合、画面のこの領域には何も表示されません。 

このソフトウェアの機能では、サムネイルに表示されるのは回転と反転だけです。イメージ領域に表

示されていても、その他のイメージ調整はサムネイルに反映されません。 

スキャナ ソフトウェアによって、ストリップフィルムのサムネイルに連続するフレーム番号が付けられ

ます。サムネイルの下側に表示されるこれらの番号は、ストリップフィルムのフレーム番号と一致する

とは限りません。たとえば、ストリップフィルムの途中からプレスキャンを開始した場合、そのフレーム

の番号は、サムネイルでは「1」になります。 

プレスキャンされたイメージの総数プレスキャンされたイメージの総数プレスキャンされたイメージの総数プレスキャンされたイメージの総数 
このストリップフィルムからプレスキャンされたイメージの総数は、上図に示すように、画面の「総数」

の下に表示されます。ストリップフィルム全体をプレスキャンしなかった場合、この数字とストリップフィ

ルムのイメージ総数は一致しません。 
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[左にスクロール左にスクロール左にスクロール左にスクロール] およびおよびおよびおよび [右にスクロール右にスクロール右にスクロール右にスクロール] ボタンボタンボタンボタン (ストリップフィルムのサムネイルをスクロールストリップフィルムのサムネイルをスクロールストリップフィルムのサムネイルをスクロールストリップフィルムのサムネイルをスクロール) 

 

7 個以上のイメージをプレスキャンした場合、[左にスクロール] および [右にスクロール] ボタン (連続

するサムネイルの両端に 1 つずつある) を使用すれば、ストリップフィルムのサムネイル イメージをス

クロールできます。これらのボタンを使用しても、スキャナ内のストリップフィルムは移動しません。す

でにプレスキャンしたフレームのサムネイルの表示をコントロールするだけです。これらのボタンのい

ずれかを 1 回クリックすると、1 フレーム分左または右にそれぞれサムネイルをスクロールします。ス

クロールしても、サムネイルの選択 (赤枠付き) には影響しません。また、画面中央のメイン イメージ

領域に表示されるプレビュー イメージにも変化はありません。 

サムネイルを選択サムネイルを選択サムネイルを選択サムネイルを選択/選択解除する選択解除する選択解除する選択解除する 
初期設定では、プレスキャンされた 初のイメージが「選択」されます。選択されているというのは、そ

のイメージのサムネイルが赤枠で囲まれていて、画面中央のプレビュー イメージ領域に、サムネイル

より大きなサイズでそのイメージが表示されている状態をいいます。 

サムネイルを選択することによって、異なるイメージを選択します。選択した新しいサムネイルが赤枠

で囲まれ、さきほどまで選択されていたサムネイルを囲んでいた赤枠が除去されます。プレビュー イ

メージ領域でも、前のイメージが新しいイメージで置き換えられます。 

また、イメージの複数選択の処理で説明するように、一度に複数のサムネイルを選択して処理するこ

ともできます。 

[フィルム送りフィルム送りフィルム送りフィルム送り] 領域の各ボタン領域の各ボタン領域の各ボタン領域の各ボタン ([戻して取り出し戻して取り出し戻して取り出し戻して取り出し]、、、、[戻す戻す戻す戻す]、、、、[進める進める進める進める]、、、、[進めて取り出し進めて取り出し進めて取り出し進めて取り出し] ) 

 

上の図は、左から [戻して取り出し]、[戻す]、[進める]、[進めて取り出し] の各ボタンを示します。これ

らのボタンを使用すると、スキャナ内のストリップフィルムを移動させるコマンドが生成されます。[戻

す] または [進める] ボタンを 1 回クリックすると、指定した方向に 1 フレーム送られます。[戻して取り

出し] または [進めて取り出し] ボタンをクリックすると、スキャナから排出されるまで、指定した方向に

フィルムが送られます。これらのボタンは、スキャナにストリップフィルムが入っている場合にだけ機能

します。スライド用の取り出しボタンはありません。スライドは手で取り出してください。 

また、ストリップフィルムは、フレームごとの移動でなく、少しずつ指定の方向に移動させることもでき

ます。これにより、個々のフレームをスキャナの適切な位置に確実に置くことができます。そのために

は、次の手順に従います。 

• Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh の場合の場合の場合の場合 : : : :    Option + クリック (Option キーを押しながら、[戻す] または [進める] ボタン

をクリックし、キーを放す) 

• PC/AT PC/AT PC/AT PC/AT 互換機の場合互換機の場合互換機の場合互換機の場合 : : : :    Ctrl + クリック (Ctrl キーを押しながら、[戻す] または [進める] ボタンを

クリックし、キーを放す) 

スキャナ上部のこれらのボタンを使用して、ウィンドウ内のフレームを見ながら、表示されるフィルム

位置を確認することができます。適切な位置にストリップフィルムをセットできたら、[フレームのプレス

キャン] または [ストリップのプレスキャン] ボタンをクリックしてサムネイルを作成するか、または [ス

キャン] または [スキャンしてファイルに保存] ボタンをクリックして、サムネイルを作成せずに直接イメ

ージをスキャンします。 
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[拡大拡大拡大拡大] およびおよびおよびおよび [縮小縮小縮小縮小] ボタンボタンボタンボタン 

  

これら 2 つのズーム ボタンを次のように使用して、プレビュー イメージを拡大または縮小します。 

1. いずれかのズーム ボタンをクリックして、オンにします 

2. プレビュー イメージをクリックします。すると、イメージが拡大または縮小し (どちらになるかは、ク

リックしたボタンによります)、クリックした部分が中央になるようにイメージは表示されます。 

3. オフにするには、もう一度同じボタンをクリックします (または、これ以上拡大/縮小できない場合

も、自動的にオフになります)。 

メイン ウィンドウの右上隅には、現在のズーム率が表示されます。たとえば、「等倍」と表示されてい

る場合、イメージが原寸で表示されていることを示しています。  

[移動移動移動移動]ボタンボタンボタンボタン 

 

このボタンをクリックすると、ポインタが手のひら形に変わります。プレビュー イメージでドラッグすると、

イメージの表示される部分が変わります。この機能をオフにするには、もう一度ボタンをクリックします。

この操作は、ズーム機能でイメージを拡大した場合に便利です。 

[イメージ回転イメージ回転イメージ回転イメージ回転] ボタンボタンボタンボタン – [90° (反時計回り反時計回り反時計回り反時計回り)]、、、、[180°]、、、、[90° (時計回り時計回り時計回り時計回り)] 

 

該当するボタンを使用して、プレビュー イメージとサムネイルを反時計回りに 90 度、180 度、または

時計回りに 90 度回転します。 

[水平方向に反転水平方向に反転水平方向に反転水平方向に反転] およびおよびおよびおよび [垂直方向に反転垂直方向に反転垂直方向に反転垂直方向に反転] ボタンボタンボタンボタン 

 

該当するボタンを使用して、プレビュー イメージを水平または垂直方向に反転します。   

クリッククリッククリッククリック バランスバランスバランスバランス ボタンボタンボタンボタン ([黒ポインタ黒ポインタ黒ポインタ黒ポインタ]、、、、[グレーグレーグレーグレー ポインタポインタポインタポインタ]、および、および、および、および [白白白白ポインタポインタポインタポインタ] ボタンボタンボタンボタン) 

 

[黒]、[グレー]、および [白] の各ポインタ ボタンを使用すると、イメージのカラー バランスが自動的に

調整されます。これらのボタンは、[設定] タブまたは [イメージ ウィンドウ] のプレビュー イメージ、ま

たは [カラー バランス] および [レベルとカーブ] タブの [後] のイメージで使用できます([イメージ ウィ

ンドウ] が開くと、[後] のイメージにではなく、そのウィンドウ内のイメージにこれらの機能を適用する

必要があります)。 
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これらのイメージでこの各ボタンを使用する場合、この機能を実行するには、クリックが 3 回以上必要

です。まず、これらのいずれかのボタンをクリックします。たとえば、[白ポインタ] ボタンを 1 回クリック

すると、ポインタの形が変わり、ボタン型のスポイトになります。1 回目は [白ポインタ] ボタンをクリッ

クして、2 回目のクリックは [設定] タブの [後] のイメージ (または、その他のタブ [後] のイメージ)の、

白く変更したい位置で行うとします。すると、イメージのカラー バランスは、白くした部分に基づいて自

動的に調整されます。調整の結果は、[後] のイメージ上ですぐに確認できます。希望どおりにならな

い場合、必要に応じて、再度クリックします。 後に、この機能をオフにするため、もう一度そのボタン

をクリックするか、または別のクリック バランス ボタンをクリックします。 

[黒ポインタ] および [グレー ポインタ]ボタンでも使用方法は同じです。ただし、[黒ポインタ] の場合は

黒くする領域で、[グレー ポインタ] はグレー (中間色) にする領域で、2 回目のクリックを行う必要が

あります。どのボタンの場合も、暗い影の部分、明るくハイライトした部分、露出過度の部分ではクリッ

クしないでください。 

これら 3 つのボタンのいずれかを 初にクリックした後、イメージをクリックするか、または同じクリック 

バランス ボタンを再度クリックしてオフにするまで、ポインタは選択されているカラー バランス ポイン

タとして機能します。 

いったんこれらのボタンをクリックすると、これらのボタンは「ダウン」のままとなるので、特定のカラー 

バランスを実行したことが示されます。 

また、[黒ポインタ] または [白ポインタ] のボタンをダブルクリックすると、黒や白の色を数値で定義で

きるダイアログ ボックスが表示されます。たとえば、値 230 を白にすると判断したら、[白ポインタ] ボ

タンをダブルクリックして、ダイアログ ボックスに「230」と入力します次に、このボタンが [オート バラン

ス] ボタンと協調して機能する方法について説明します。 

• まず、[オートバランス] ボタンは、[フィルム タイプ] が [ネガ] または [白黒] の場合に自動的に

オン (ボタンが「ダウン」) になり、[ポジ] の場合は自動的にオフ (ボタンが「アップ」) になります。

ただし、[オートバランス] ボタンのオン/オフの切り替えは、必要に応じて手動で変更できます。 

• [オート バランス] ボタンがオンでもオフであっても、3 つのクリック バランス ボタンのいずれかを

使用できます。[オート バランス] ボタンがオンの場合、各クリック バランス ボタンの結果が [オ

ート バランス] ボタンの効果に「追加」されます。ただし、[オート バランス] ボタンがオフの場合

は、単に各クリック バランス ボタンの実行結果が適用されます。  

[初期設定バランスに戻す] ボタンをクリックすると、3 種類のクリック バランス ボタンによる色の変更

をキャンセルできます。 

複数イメージを選択した場合のクリック バランス ボタンによる効果の詳細については、イメージの複

数選択の処理を参照してください。 

CMYK またはまたはまたはまたは RGB 値値値値 

 または   

これらのフィールドには、現在ポインタが置かれているピクセルの色の値が表示されます ([設定] タブ

で選択した [出力プロファイル] の値により、このダイアログ ボックスに CMYK と RGB 値のどちらが

表示されるかが決まります。) 



コダック RFS 3600 取扱説明書 日本語版  87 / 18 / 2000  40 ページ 
 

[オートバランスオートバランスオートバランスオートバランス] ボタンボタンボタンボタン 

 

シーン バランス アルゴリズムの適用は、このボタンがオンかオフかによって決まります。このボタン

の実行結果は、イメージ上にすぐに現れます。Kodak が開発したシーン バランス アルゴリズム (SBA) 

は、ネガまたは白黒のフィルムを 初にスキャンする際、カラー バランスと濃度を 適化します。 

カラー ネガまたは白黒のフィルムを選択した場合、初期設定で SBA はアクティブなので、このボタン

が自動的にオン (「ダウン」) になっています。ただし、ボタンをクリックしてオフにすれば、SBA 効果を

適用しないようにすることもできます。カラー ポジ フィルムを選択した場合、初期設定では SBA は適

用されません。ただし、その場合もボタンはオフ (「アップ」) になっていますが、このボタンをクリックし

て、SBA を適用することもできます。 

このボタンは、クリック バランス ボタン ([黒]、[グレー]、[白] の各ポインタ) とともに使用できます。こ

の場合、いずれかのクリック バランス ボタンで他のボタンの効果を相殺するのではなく、協調して作

用します。 

複数のイメージが選択されている場合のこのボタンの効果については、イメージの複数選択の処理

を参照してください。 

[[[[初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す初期設定バランスに戻す] ] ] ] ボタンボタンボタンボタン 

 

このボタンは、初期設定のカラー バランスを適用する場合にクリックします。これにより、[黒]、[グレ

ー]、[白] の各ポインタ ボタンでの変更を元に戻すことができます。ただし、このボタンは、[オートバラ

ンス] で適用されたシーン バランス アルゴリズムには機能しません。代わりに、このボタンをクリック

すれば、[オートバランス] ボタンをオフにすることができますまた、[カラー バランス] または [レベルと

カーブ] タブで行った変更はこのボタンでは、元に戻りません。これらの各タブには、それぞれリセット 

ボタンがあるためです。 

複数のイメージが選択されている場合のこのボタンの効果については、イメージの複数選択の処理

を参照してください。 

[Auto-Focus Slide] ボタンボタンボタンボタン 

 

オートフォーカス機能は、スライドにのみ適用されます (ストリップフィルムの場合は、スキャナの 適

フォーカス点に自動的に配置されます)。イメージにトリミング領域がある場合は、その領域がフォーカ

スされます。それ以外の場合は、通常のフォーカス処理が行われます。 

このボタンをクリックすると、スキャナに挿入したマウント付きスライドがオートフォーカスされます。ス

ライド マウントの厚さが異なるため、この機能を使用してスキャナ内のフィルム面が適切かどうかを判

別します。 

オートフォーカス処理が完了すると、自動的にプレスキャンされます。 
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このボタンをクリックしてオートフォーカス機能を実行したが、イメージ コントラストを調整する必要が

ある場合は、スキャナ内のスライドの位置を微調整できます。それには、再度 [Auto-Focus Slide] ボ

タンをクリックします。オートフォーカスがすでに実行されたことを示し、手動フォーカスで上書きするか

どうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。[いいえ] をクリックした場合、オートフォーカスが

再実行されます。[はい] をクリックした場合は、現在のフォーカス位置を示すボックスが表示されます。

フォーカス位置は、整数の 1 ～ 30 で示されます。別の値を入力すれば、フォーカス位置を変更でき

ます。たとえば、ダイアログ ボックスに値として 17 が表示されている場合、1 段階フォーカスを変更し

てみてください。この場合、値を「16」か、「18」に変更します。[OK] をクリックすると、プレスキャンが実

行されます。 

スライドに設定したフォーカス位置は、変更しないかぎり次のスライドに引き継がれます。 

[元に戻す元に戻す元に戻す元に戻す] ボタンボタンボタンボタン 

 

このボタンは、直前の操作を元に戻す場合にクリックします。これは、1 つ前の操作に対してのみ実

行できます。 

[元に戻す] ボタンは、[カラー バランス] または [レベルとカーブ] タブの [リセット ボタン] とは機能が

異なります。いずれかのタブで複数箇所を変更した場合は、[元に戻す] ボタンを実行しても、直前に

変更した値を元に戻すだけです。一方、[リセット] ボタンを使用すると、このタブで行った変更がすべ

て元に戻されます。 

[イメージイメージイメージイメージ ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウ]  

 

このボタンをクリックすると、 2 つ目のウィンドウ (イメージ ウィンドウ) が表示されます。このウィンドウ

は、常にメイン ウィンドウの上に表示されます。イメージ ウィンドウはメイン画面のイメージ領域よりも

大きくすることができるので、イメージの編集結果を詳細に表示して、本スキャンを実行する前に再調

整が必要かどうかを容易に判断することができます。タブ領域のすべての機能を含めて、メイン ウィ

ンドウのすべての編集機能には、引き続きバックグランドでアクセスできます。また、イメージの編集

結果は [イメージ ウィンドウ] とタブ領域の両方に表示されます。[カラー バランス] タブや [レベルとカ

ーブ] タブで作業中は、この [イメージ ウィンドウ] には、イメージの「処理後」のバージョンが表示され

ます。 
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メイン ウィンドウの必要なコントロールにアクセスするために、[イメージ ウィンドウ] のサイズを変更し

たり、場所の移動が必要になることがあります。[イメージ ウィンドウ] のサイズを変更するには、ポイ

ンタをウィンドウのへりに移動します。カーソルの形状がサイズ変更ポインタに変化するので、ポイン

タをドラッグしてウィンドウのサイズを変更します。Macintosh オペレーティング システムや Microsoft 

Windows の通常のウィンドウ コントロールを使用することもできます。 

[イメージ ウィンドウ] が開いている場合、イメージを直接コントロールする処理 ([黒ポインタ]、[グレー 

ポインタ]、[白ポインタ]、[移動] ボタン、トリミングやズーム ボタン) は、[後] のイメージではなく、現在

のイメージ ウィンドウに表示されているイメージに対して実行しなければなりません。 

使用できる [イメージ ウィンドウ] は 1 つだけです。また、メイン ウィンドウで選択したイメージが変更

された場合には、[イメージ ウィンドウ] のイメージが、メイン ウィンドウのイメージに一致するように変

更されます。 

フレームのプレスキャンフレームのプレスキャンフレームのプレスキャンフレームのプレスキャン 

 

このボタンをクリックすると、現在スキャナのスキャン位置にある単一フレームがプレスキャンされ、そ

のプレビューが作成されます。 

それまでメイン ウィンドウに表示されていたサムネイルは置き換えられ、このプレスキャンで作成され

たサムネイルがメイン ウィンドウに表示されます。そのため、現在サムネイルに表示されているフレ

ームの本スキャンを完了してから、このボタンをクリックしてプレスキャンを実行してください。 
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ストリップのプレスキャンストリップのプレスキャンストリップのプレスキャンストリップのプレスキャン 

 

このボタンをクリックすると、ストリップフィルムの「未処理」フレームについてプレスキャンが行われま

す。この操作によって、スキャナ内のフィルムが現在位置からストリップフィルムの終わりに向かって

左から右に進みます。それまでメイン ウィンドウに表示されていたサムネイルは置き換えられ、このプ

レスキャンで作成されたサムネイルがメイン ウィンドウに表示されます。そのため、現在サムネイルに

表示されているフレームの本スキャンを完了してから、このボタンをクリックして、ストリップのプレスキ

ャンを実行してください。 

スキャナ ソフトウェアによって、ストリップフィルムのサムネイルに連続するフレーム番号が付けられ

ます。サムネイルの下側に表示されるこれらの番号は、ストリップフィルムのフレーム番号と一致する

とは限りません。たとえば、ストリップフィルムの途中のイメージを 初にプレスキャンした場合、この

フレームがサムネイルでの番号「 1 」になります。 

この操作をキャンセルするには、ダイアログ ボックスに表示されるキャンセル ボタンをクリックします。

これで、現在のフレームのプレスキャンが完了します。 

スキャンスキャンスキャンスキャン 

 

このボタンをクリックすると、選択されたすべてのフレーム (赤枠付きのサムネイル) がスキャンされま

す。スキャンしたイメージはそれぞれ個別の [Photoshop] ウィンドウに表示されます。 

イメージが選択されていない場合 (プレビューを行わなかった場合)、スキャナにセットされている 1 つ

のフィルム フレームだけがスキャンされます。 

スキャナでは、3 ～ 36 フレームの長さのストリップフィルムを処理できるので、すべてのイメージを選

択 (ストリップフィルムの端でサムネイルをクリックしてから、もう一方の端で Shift キーを押しながらサ

ムネイルをクリック) してから、[スキャン] ボタンをクリックすることによって、 大 36 フレームまでを一

括してスキャンすることができます。 

すでに処理中のスキャンを中止するには、ダイアログ ボックスのキャンセル ボタンをクリックします。 

複数のイメージが選択されている場合のこのボタンの効果については、イメージの複数選択の処理

を参照してください。 

スキャンしてファイルに保存スキャンしてファイルに保存スキャンしてファイルに保存スキャンしてファイルに保存 

 

このボタンをクリックすると、選択されたすべてのフレーム (赤枠付きのサムネイル) がスキャンされま

す。スキャンされたイメージは、[Photoshop] ウィンドウでイメージを開くことなく、それぞれ直接ファイ

ルに保存されます。 

イメージが選択されていない場合 (プレビューを行わなかった場合)、スキャナにセットされている 1 つ

のフィルム フレームだけがスキャンされます。  
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このボタンをクリックするとダイアログ ウィンドウが表示されるので、スキャンしたすべてのイメージ用

のファイル形式とそれらのファイルの保存場所を選択します。使用できるファイル形式は、TIF と 

JPEG (品質と解像度レベルについて選択可能) です。さらに、複数のイメージが選択されている場合、

保存するイメージのファイル名を指定します。"smithwedding" のようにベース ファイル名を指定します。

すると、ソフトウェアによって連続する番号が割り振られ、"smithwedding001.tif"、

"smithwedding002.tif"、"smithwedding003.tif" といったファイル名になります。 

スキャナでは、3 ～ 36 フレームの長さのストリップフィルムを処理できるので、すべてのイメージを選

択 ( 初のサムネイルをクリックして、 Shift キーを押しながら末尾のサムネイルをクリック) してから、

このボタンをクリックすれば、 大 36 フレームまでを一括してスキャンすることができます。 

すでに処理中のスキャンを中止するには、ダイアログ ボックスのキャンセル ボタンをクリックします。 

複数のイメージが選択されている場合のこのボタンの効果については、イメージの複数選択の処理

を参照してください。 

キャリブレーションキャリブレーションキャリブレーションキャリブレーション (光源光源光源光源) 

 

光源のキャリブレーションは、スキャナの電源を入れるたびに行われます。ただし、光源のキャリブレ

ーションの度数をコントロールすることもできます。このボタンをクリックし、表示されるダイアログ ボッ

クスで、フレームのスキャンごとにキャリブレーションするか、ストリップフィルムごとにキャリブレーショ

ンするかを指定します。ストリップフィルムごとにキャリブレーションを行う場合、ストリップフィルムの

初のプレスキャン時にキャリブレーションが行われます。スライドのスキャンの場合は、各スライドをス

キャンする前に、光源のキャリブレーションが行われます。 

バージョン番号バージョン番号バージョン番号バージョン番号 (バージョン番号とファームウェアバージョン番号とファームウェアバージョン番号とファームウェアバージョン番号とファームウェア  アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード) 

 

このボタンは、スキャナ情報 (ソフトウェアとファームウェアのバージョン番号など) と [アップグレード] 

ボタンを表示する場合に使用します。 

[アップグレード] をクリックすると、ファームウェアのアップグレードが開始されます。ファームウェアは

スキャナ内部のソフトウェアです。この処理は、http://www.kodak.com からダウンロードするなど、新

バージョンのファームウェアを受け取った後に実行します。ダウンロードにより、ご使用のコンピュータ

にファイルがコピーされます。そのファイルを実行すると、ファームウェアが圧縮解除され、ハードディ

スクの初期設定位置に保存されます。 

次に、このボタンを使用して、ダウンロードしたファームウェアをハードディスクからスキャナにコピーし

ます。このボタンをクリックすると、ファームウェア ファイルを選択するためのダイアログ ウィンドウが

表示されます。このファイル名は、3600_nnn.bin で、nnn はバージョン番号です。初期設定のインスト

ール手順を使用していた場合は、そのファイル名がダイアログ ボックスに表示されます。それ以外の

場合は、ソフトウェアのインストール時に保存した場所で、ファームウェア ファイルを探します。ダウン

ロードを開始し、アップグレード手順が完了するまで待ちます。 

 注意注意注意注意    :アップグレードが完了するまでは、絶対に他の処理を実行しないでください。アップグレード中は、

その他のコンピュータ プログラムに切り替えたりしないでください。その他のプログラムを実行しようと

してもいけません。スキャナへフィルムを装てんしたり、抜き取ったりしないでください。スキャナのどの

ボタンも押さないでください。アップグレードが完了するまで、スキャナを接続したままにしてください。  

http://www.kodak.com/
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ヘルプヘルプヘルプヘルプ 

 

この取扱説明書の電子バージョン (PDF 形式) を開きます。ファイルが Adobe Acrobat Reader で開か

れます。この取扱説明書を開いた後、目次または索引の項目をクリックしたり、本文の相互参照をク

リックして取扱説明書の関係箇所に直接進むことができます。 

Done    

 

クリックしてスキャナ ソフトウェア ウィンドウを閉じます。 

[Done] をクリックしてスキャナ ソフトウェアを閉じるとき、イメージをプレスキャンしたが、すべてのイメ

ージについてまだ本スキャンが実行されていない場合には、「確認」ボックスが表示されます。 

名前を付けて設定を保存しない場合は、現在の設定がソフトウェアによって保持され、次回ソフトウェ

アを起動したときのソフトウェアの設定となります。ただし、この場合には、名前を付けて保存した場合

のように後日この設定を呼び出すことはできません。 

プレスキャンや複数イメージのスキャンのキャンセル時のこのボタンの効力については、イメージの

複数選択の処理を参照してください。 

ステータスステータスステータスステータス バーバーバーバー 

 

ステータス バーは、ウィンドウの 下部に、横長に表示されます。ここには、スキャナのステータス メ

ッセージと、ポインタがコントロールをポイントした際に各コントロールの簡単な説明が表示されます。 
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[設定設定設定設定] タブタブタブタブ 

 

[設定] タブにはスキャニング処理の全般的なコントロールが表示されます。 

このタブで選択したすべての設定がワーク セッション間で自動的に保存されます。したがって、スキャ

ニングを終了して Photoshop に戻った場合、次回スキャナの使用時には 後の設定がそのまま使用

されます。 

さらに、この項の後半に説明がありますが、3 つのタブの設定内容をプロファイルとして名前を付けて

を保存し (たとえば、「冬の戸外」)、後でこれらの設定を名前で呼び出すことができます。この機能を

使用すると、このタブのすべての設定を前もって保存した一組の設定にすばやくリセットすることがで

きます。 

イメージ領域イメージ領域イメージ領域イメージ領域 

プレビュー イメージ領域を使用すると、本スキャンを実行する前に調整が必要かどうかを判断するこ

とができます。 

プレスキャンを実行するには、[フレームのプレスキャン] または [ストリップのプレスキャン] をクリック

します。 初にプレスキャンされたイメージが選択されて、このタブのプレビュー イメージ領域に表示

されます。ウィンドウの上部にあるストリップフィルム領域のサムネイルから、別のイメージをクリックし

て選択すると、 初のイメージの選択が無効になり、表示されていた直前のイメージが新しいイメージ

で置き換えられます。 

たとえば、クリック ポインタを使用して色を調整したり、3 つのタブのどれかを変更するなどの変更を

行った場合、これらの変更結果がこのイメージに反映されます。 

サムネイルの複数選択の処理の説明については、イメージの複数選択の処理を参照してください。 
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単位と定規単位と定規単位と定規単位と定規    

 

[単位] ボタンはイメージ領域の左上、垂直定規と水平定規の交点に表示されます。[単位] ボタンをク

リックすると、センチメートル (cm)、インチ (in)、ピクセル (px) の間で単位が切り替わります。ここで選

択した単位が計測単位を使用するすべてのソフトウェア フィールドで使用されます。 

トリミングトリミングトリミングトリミング    

トリミングしたい領域の隅ーから対角線上の隅まで、ポインタをドラッグすることによって、スキャニン

グの前にイメージをトリミングすることができます。選択した領域がトリミング領域で囲まれます。トリミ

ング領域は次のようにして、サイズの変更、移動、除去が可能です。 

• 表示されているトリミング領域のサイズを変更するには、ポインタをトリミング領域の任意のへり

や隅に移動してから、希望のサイズになるまでドラッグします。 

• 表示されているトリミング領域を移動するには、トリミング領域内にカーソルを移動してから、トリミ

ング領域を希望の場所までドラッグします。 

• トリミング領域を除去するには、プレビュー イメージ上のトリミング領域の外側でクリックします。 

トリミング領域の幅、高さ、ロック、拡大、解像度、およびファイル サイズの変更方法については、 

出力サイズと入力値を参照してください。 

サムネイルの複数選択でのトリミング領域の操作方法については、イメージの複数選択の処理を参

照してください。 

フィルムフィルムフィルムフィルム    タイプタイプタイプタイプ    –    ネガ、ポジ、白黒、フィルム項目ネガ、ポジ、白黒、フィルム項目ネガ、ポジ、白黒、フィルム項目ネガ、ポジ、白黒、フィルム項目    

 

ラジオ ボタンを使用して、カラー [ネガ] か、カラー [ポジ] (スライド フィルム)か、[白黒] (白黒ネガ) を

選択します。[ネガ] と [白黒] には、シーン バランス アルゴリズム (SBA) が自動的に適用されますが、

[ポジ] には自動的に適用されません。ただし、[オートバランス] ボタンをオン/オフ (ボタン「ダウン」/

ボタン「アップ」) に切り替えることによって、任意のフィルム タイプに対して SBA のオン/オフを切り替

えることができます。  

スキャナ ソフトウェアのドロップダウン リストに表示される、Kodak で開発したフィルム タイプの中から

フィルム項目を選択します。3 つの [フィルム タイプ] ラジオ ボタンごとに特有のフィルム タイプ リスト

が表示されます。 

新規のまたは更新されたフィルム項目が使用可能になると、弊社 Web サイト http://www.kodak.com 

からダウンロードし、Web サイトの指示に従ってこの項目をインストールすることができます。 

http://www.kodak.com/
DEPARTMENT DTP
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プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル    –    モニタと出力モニタと出力モニタと出力モニタと出力    

 

スキャナ ソフトウェアの [モニタ] ドロップダウン リストからカラー モニタを選択します。該当するモニタ

がリストにない場合は、[Generic Monitor] を選択してください。スキャナ ソフトウエアで作成されたプレ

ビュー スキャンが、選択したモニタ用に調整されます。 

スキャナ ソフトウェアの International Color Consortium (ICC) プロファイルの [出力] ドロップダウン リ

ストから、出力先 (たとえば、特定のプリンタ) を選択します。ICC プロファイルを使用すると、装置やア

プリケーションが異なっても、正確な色再現が可能になります。希望のカラー出力先がリストにない場

合は、[RGB] を選択してください。スキャナ ソフトウェアで作成したプレビューは、選択した [出力プロ

ファイル] に基づいて調整されます。 

選択した [出力プロファイル] によって、画面の右側に表示されるカラー値が CMYK 値になるか、RGB 

値になるかが決まります。 

注意注意注意注意::::モニタまたは出力プロファイルが使用不可の場合、そのデバイス ベンダの Web サイトから、該

当するプロファイルをダウンロードできることがあります。ダウンロードできた場合は、その他の RGB、

Lab、CMYK プロファイルを追加できます。Macintosh で作業している場合は、新しい ICC プロファイル 

(ファイル拡張子は 「.icm」) をダウンロードする際、そのプロファイルを System Folder の ColorSync 

Profiles フォルダに入れます。PC/AT 互換機の場合は、新しい ICC プロファイルをダウンロードする

際、そのプロファイルを C:\WINDOWS\SYSTEM\COLOR に入れます。 

カラーカラーカラーカラー    レベルレベルレベルレベル    

 

カラー レベルとは、イメージから得られる色の濃淡 (変化) の数です。このドロップダウン リストからチ

ャンネルあたりのビット数として、「8 ビット」または「12 ビット」を選択します。「12 ビット」の場合、スキャ

ナで Photoshop に送信される色の濃淡の数が「8 ビット」の場合に比べて多くなり、スキャン結果がオ

リジナルに近くなりますが、ファイル サイズは大きくなります。 

RGB を使用している場合、データ チャンネルは 3 つありますが、CMYK の場合は 4 つあります。 白

黒フィルムの場合は、3 チャンネルあり、それぞれ同じデータが含まれます。 

シャープネスシャープネスシャープネスシャープネス    

 

このラジ ボタンを使用して、イメージ要素 (ピクセル) 間のへりの輪郭を調整します。シャープネスのレ

ベルに応じて、[オフ]、[低]、[中]、[高] を選択します。[高]  では輪郭が 高に強調されます。イメージ

をスキャンしてから、Photoshop に戻ってイメージを表示して、変更した [シャープネス] 値の効果の確

認が必要な場合があります。イメージをスキャンしたら、スキャナ ウィンドウを横に移動し、スキャナ 

ソフトウェアを終了せずに Photoshop でイメージを表示することができます (ただし、編集は不可)。こ

のようにすると、適切なシャープネスを選択できます。 



コダック RFS 3600 取扱説明書 日本語版  87 / 18 / 2000  49 ページ 
 

出力サイズと入力値出力サイズと入力値出力サイズと入力値出力サイズと入力値    – ( ( ( (幅、高さ、ロック、拡大、解像度、ファイル幅、高さ、ロック、拡大、解像度、ファイル幅、高さ、ロック、拡大、解像度、ファイル幅、高さ、ロック、拡大、解像度、ファイル    サイズサイズサイズサイズ))))    

 

注意注意注意注意::::これらの各機能の簡単な説明は、この取扱説明書の「チュートリアル」出力サイズを設定するの

項を参照してください。 

上の赤枠内の入力値と出力値は、すべて相互に関連しています。つまり、パラメータのどれかを変更

すると、別の値を入力済みの場合でも、他のパラメータが変化することを意味します。 

この項では、これらのラジオ ボタンをまとめて説明します。これらの要素間の関係は、これらのパラメ

ータのいくつかが、スキャンに対する「入力設定」の一部であり、残りが「スキャンからの出力」の一部

であることを理解するとわかり易くなります。次に、各パラメータについて説明します。上の画面の赤

枠で囲まれている部分に注目してください。入力値が上のプレビュー イメージの右側の赤枠内に、出

力値が左側の赤枠内に示されています。 

• 入力入力入力入力「入力値」は、[入力解像度] (スキャン解像度) とスキャンする領域の [高さ] と [幅] です。 

スキャンの解像度は、インチあたりのドット数 (dpi) で表わされます。スキャン解像度の値を直接

コントロールすることはなく、また、その値を入力することもできません。スキャン解像度の値 (72 

～ 3600dpi) は、この項で説明するように他の値の関数として決められるのです。 

トリミング領域が表示されていない場合は、入力の [高さ] および [幅] は 35mm フレームのフル 

サイズとなります。もちろんこれらは、他の設定に基づいて変化することがあります。トリミング

領域が表示されている場合には、この領域によって、入力の [高さ] と [幅] が決まります。 

[高さ] と [幅] の計測単位である、センチメートル (cm) 、インチ (in)、ピクセル (px) のどれかがプ

レビュー イメージの左上隅の定規の交点 (上の図の赤丸の位置) にあるボタンに表示されます。

定規の交点にある [単位] ボタンをクリックすることによって、必要に応じて計測単位を変更する

ことができます。 

• 出力出力出力出力「出力値」は、スキャンしたイメージの希望する [幅] と [高さ] (上図の出力サイズ領域内の) 
および出力 [解像度] です。 

ここでも、[高さ]  と [幅] の計測単位である、センチメートル (cm)またはインチ (in)、ピクセル (px) 

のどれかがプレビュー イメージの左上隅の定規の交点 (上の図の赤丸の位置) にある [単位] 

ボタンに表示されます。 
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出力解像度は、[解像度] ドロップダウン リストにインチあたりのドット数 (dpi) で表示されます。

出力解像度は、ドロップ ダウンリストの値から選択できます。カスタム設定では、ドロップ ダウン 

リストにない 72 ～ 7200 dpi の数値を入力できます。 

[出力サイズ] 領域の他の値について説明します。 

• 「ロック」がオンの場合、出力寸法 (幅と高さ) が固定されます。さらに、トリミング領域がある場合

は、その寸法のアスペクト比も固定されます。ただし、トリミング領域は移動することも、除去する

こともできます。 

たとえば、単位としてインチを使用中に、幅 6 インチ、高さ 4 インチの出力を指定したとします。

[ロック] にチェック マークを付けている場合は、他のパラメータを変更しても、[幅]  フィールドお

よび [高さ] フィールドは変更されません。 

• [拡大] フィールドには、パーセントで表される倍率値が入っています。この値と他の値との関係

について、次に説明します。 

• [ファイル サイズ] 領域には、現在の設定でスキャンしたイメージ ファイルの推定サイズがメガバ

イト (MB) 単位で表示されます。 

ここで、これらの項目相互間の関係を詳細に見てみることにします。これらの値のどれかを変更する

と、項目間の関係を持続するためにソフトウェアによって他の値も変更されることがあることに注意す

る必要があります。また、1 つでも値を変更すると、結果的にスキャナの範囲を超えるような別の設

定が行われる可能性があります。この場合には、ソフトウェアから変更が受け入れられない旨の警

告が出されます。 

公式で示すパラメータの関係公式で示すパラメータの関係公式で示すパラメータの関係公式で示すパラメータの関係 
これらのパラメータ間には、いくつかの公式があります。 

1. スキャン解像度 = 出力解像度 x 倍率  

この公式は倍率を指定した解像度に関係します。出力イメージが 35mm のフレームよりも大きい

という一般的な例について考えてみましょう。この場合、大きな出力イメージ領域をカバーするた

め、入力スキャン解像度を上げる必要があります。したがって、倍率を増大する (出力イメージが

大きくなる) に従い、出力解像度を下げるか、スキャン解像度を上げる必要があります。スキャン

と出力のうち、どちらの解像度を変更するかについて、次に説明します。 

2. 出力幅 = 入力幅 x 倍率  

出力高さ = 入力高さ x 倍率 

これらの公式は、倍率を指定する場合の出力および入力の幅 (および高さ) に関係します。たと

えば、倍率を 2 倍にすると、出力幅 (および高さ) が 2 倍になります。 

数値例数値例数値例数値例 
これらの項目間の関係の数値例をいくつか見てみることにします。次の例では、ソフトウェアによって

公式内のパラメータのなかに変更されるのものと、変更されないものがあることに気付かれることでし

ょう。例の後に続く表には、あるパラメータの変更が他のパラメータの変更をもたらす具体的な様子が

示されています。 

1. [拡大] 値として 200% を選択し、出力 [解像度] が 1500dpi であると仮定します。この場合、スキャ

ニング ソフトウェアでは、第 1 の公式を使用して、スキャン解像度を 3000dpi (1500dpi x 200%) と

算出します。  
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出力の [解像度] を 1000dpi に変更すると、入力解像度は、2000dpi となりますが、倍率は 200% 

のままです。 

 ここで、出力 [解像度] を 2000dpi に変更したと仮定します。このことは、スキャン解像度が 

4000dpi でなければならないことを意味します。ただし、これはスキャナの能力である 3600dpi を

超えてしまいます。この場合、メッセージが表示され、ソフトウェアによって出力 [解像度] が 1800 

に下げられ、入力スキャン [解像度] が 3600 に設定されます。 

2. ここで、出力 [高さ] として「30mm」を、[拡大] 値として「200%」を入力したとします。すると、ソフトウ

ェアは、公式を使用して入力高さとして 15mm を算出します。この値はフレーム サイズよりも小さ

いので、トリミング領域がイメージの上に自動的に表示されます。トリミング領域を希望どおりに

移動します。 

 出力 [高さ] を「20mm」に変更すると、ソフトウェアによって入力高さが 10mm に変更され、トリミン

グ領域のサイズも変わります。 

 これは、出力 [高さ] を 50mm に変更したとすると、入力高さが 25mm になることを示します。ただ

し、これでは、35mm フィルムの高さ (イメージが回転されていない場合、24mm) を超えてしまいま

す。この場合、メッセージが表示され、ソフトウェアによって出力 [高さ] が 44 に下げられ、入力高

さが 22 に設定されます。 

3. [拡大] 値を 200%、出力解像度を 900dpi、出力高さを 30mm、出力 [幅] を 50mm に設定すると仮

定した場合、スキャン [解像度] は 1800dpi、入力高さは 15mm、入力 [幅] は 25mm と算出されま

す。 

 出力 [幅] および [高さ] がロックされていないものと仮定します。倍率を 2 倍にして 400% にした

場合、出力データが公式によって変化します。ここで、出力 [解像度] が半分の 450dpi になり、出

力 [高さ] が 2 倍の 60mm になり、出力 [幅] が 2 倍の 100mm になります。 

 この例の 初で、[幅] と [高さ] をロックしていたと仮定します。倍率を 2 倍にして 400% にすると、

入力データが公式によって変化します。この場合、スキャン解像度が 3600dpi に変更になり、入

力 [高さ] が約 7mm に、入力 [幅] が半分の 15mm になります。 

 [ロック] がオンのままであると仮定して、[拡大] 値を「800%」に変更すると、公式によって入力デー

タが再度変化します。入力 [高さ] は約 3mm に、入力幅は約 7mm になります。ただし、これらの

条件では、7200dpi の解像度が必要となり、スキャナの 高解像度 (3600dpi) を超えてしまいます。

この場合、メッセージが出され、ソフトウェアによって入力および出力の解像度が下げられます。 

4. 後に、入力 [高さ] が 22mm で、[拡大] 値が 200% 、出力 [高さ] が 44mm の場合を想定します。 

 出力 [幅] および [高さ] がロックされていないものと想定します ( [ロック] にチェック マークが付

いていない)。入力高さを 11mm に変更するトリミング領域をイメージ上に表示すると、出力高さ

は、22mm に下げられます。 

 ただし、出力 [幅] および [高さ] がロックされている場合 ( [ロック] にチェック マークが付けられて

いる) に同じトリミング領域を表示すると、今度は倍率が 2 倍の 400% になります。この結果、出

力 [解像度] が半分になり、入力幅が半分 (ロックされているアスペクト比を維持するため) になり

ます。 

変数間の関係変数間の関係変数間の関係変数間の関係 
一般的には、これらの計算では、次の規則が適用されます。 

• 出力値 ([高さ]、[幅]、[解像度]) を変更した場合、関連する入力値 ([高さ]、[幅]、[解像度]) が自

動的に調整されます。入力値の制限から外れると、この規則に対する例外が発生します。つま
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り、変更の結果がフレームの物理的寸法を超えたり、 高または 低解像度の範囲外になった

りする場合です。 

• 倍率を変更した場合に [ロック] がオフであれば、出力の [幅]、[高さ]、[解像度] が自動的に調

整されます。それ以外の場合には [ロック] がオンであれば、入力の [幅]、[高さ]、[解像度] が自

動的に調整されます。(入力の[幅]、[高さ] の変更は、トリミング領域の変更を意味します。) 

• トリミング領域を変更する (したがって、入力の [幅] および [高さ] を変更) とき、[ロック] がオフ

の場合には、関連する出力の [幅] と [高さ] が変更されます。それ以外の場合、[ロック] がオン

であれば、倍率が変更されます。 

• 入力された設定ではソフトウェアがスキャンを完了できない場合、データの矛盾を解決するため

の選択肢を示すメッセージが表示されます。 

上記の規則を、別の形式で次の表に示します。 
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左側の欄のパラメータを変更した場合、下のパラメータが変更になりますか？左側の欄のパラメータを変更した場合、下のパラメータが変更になりますか？左側の欄のパラメータを変更した場合、下のパラメータが変更になりますか？左側の欄のパラメータを変更した場合、下のパラメータが変更になりますか？ 

 出力解像出力解像出力解像出力解像

度度度度 
出力高さ出力高さ出力高さ出力高さ 出力幅出力幅出力幅出力幅 倍率倍率倍率倍率 % トリミングトリミングトリミングトリミング

領域領域領域領域 
入力高さ入力高さ入力高さ入力高さ 入力幅入力幅入力幅入力幅 Scan 

Res.スキスキスキスキ

ャン解像ャン解像ャン解像ャン解像

度度度度 

    ファイルファイルファイルファイル    

サイズサイズサイズサイズ 

出力解像出力解像出力解像出力解像

度度度度 
       はい はい 

出力高さ出力高さ出力高さ出力高さ     はい はい   はい 

出出出出力幅力幅力幅力幅     はい  はい  はい 

倍率倍率倍率倍率 % はい (ロックがオフの場合)  はい (ロックがオンの場合) はい 

トリミングトリミングトリミングトリミング

領域領域領域領域 
  はい 

入力高さ入力高さ入力高さ入力高さ   はい 

入力幅入力幅入力幅入力幅 

はい (ロッ

クがオン

の場合) 

はい (ロックがオフの場

合) 

はい (ロッ

クがオン

の場合) 

 

はい (トリミング領域に

合わせて) 

 はい 

Scan 
Res.スキスキスキスキ

ャン解像ャン解像ャン解像ャン解像

度度度度 

    ファイルファイルファイルファイル    

サイズサイズサイズサイズ 

(これらの項目は直接変更できません) 
 

 

Save Scan ProfileSave Scan ProfileSave Scan ProfileSave Scan Profile    

 

上の [Save Scan Profile] ボタンをクリックして、現在の設定を保存します。これによって、今後のスキ

ャニング作業で設定を呼び出すことができます。次の設定値が保存されます。[設定]、[カラー バラン

ス]、[レベルとカーブ] の各タブのすべての値。 

これらの設定を保存するには、表示されているダイアログ ボックスに現在の設定の名前を入力しま

す。これにより、特定、つまりある状況に特有の撮影条件に合ったカスタム設定 (たとえば、「冬の戸

外」) を作成できます。 
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後で、保存した設定をドロップダウン リストから取り出すことができます。また、ドロップダウン リストか

ら初期設定を選択することによって、スキャナの出荷時の設定を取り出すこともできます。 

この機能は、ワーク セッション間で異なるストリップフィルムやスライドの処理中に設定を保存したり、

呼び出したりする場合に便利です。 

また、単一のストリップフィルムやスライドの処理中に、同一の作業セッション内で設定を保存する場

合にもこの機能は便利です。この機能を使用すると、イメージを処理する際の各種の中間セットアップ

を保存できます。保存してある設定の中から「 適」と判断したものを呼び出してスキャンに使用する

ことができます。 

1 本のストリップフィルムを独自の方法でスキャン中にこの機能を使用することもできます。ストリップ

フィルム全体に対するコントロールの基本セットを確立して保存することができます。この後、ストリッ

プフィルム上の各種イメージについて、基本セットを呼び出して、必要な変更を行ってからスキャンを

行うことができます。 

Scan ResolutiScan ResolutiScan ResolutiScan Resolutionononon    

 

イメージの右側にあるこのフィールドには、72 ～  3600dpi のスキャン解像度が表示されます。詳細に

ついては、出力サイズと入力値を参照してください。 

スキャン領域スキャン領域スキャン領域スキャン領域    

 

この領域には、スキャンするフレームの領域の現在の幅と高さが表示されます。トリミング領域が表

示されている場合、トリミング領域の寸法がここに反映されます。表示されていない場合、フル サイズ 

フレームとなります。これらの値の計測単位 (センチメートル、インチ、ピクセルのいずれか) が [設定] 

タブのプレビュー イメージの左上隅の定規の交点に表示されます。必要に応じて、定規の交点にあ

る [単位] ボタンをクリックして計測単位を変更します。 

スキャン領域の詳細については、出力サイズと入力値を参照してください。 
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[カラーカラーカラーカラー バランスバランスバランスバランス] タブタブタブタブ 

 

[カラー バランス] タブには、現在のイメージの [先] バージョンと [後] バージョンおよびスライダ コント

ロールが表示されます。 

このタブを選択した時点では、[先] と [後] のイメージは同じです。この後、このタブの表示中に変更を

行うと、[先] のイメージはそのままですが、[後] のイメージには、変更の結果が表示されます。[後] の

イメージには、このタブでのコントロールによる変更とともに、このタブ領域の外、画面の右側にある

各種コントロール ([白]、[グレー]、[黒]の各ポインタ、ズーム、反転、回転など) による変更結果も反映

されます。[白]、[グレー]、[黒] の各ポインタを使用する場合は、[後] のイメージのみをクリックするこ

とができます。 

このタブを終了すると、[後] 位置にあるイメージがすべての画面で更新済みイメージとなります。 

明るさ、コントラスト、彩度、シアン明るさ、コントラスト、彩度、シアン明るさ、コントラスト、彩度、シアン明るさ、コントラスト、彩度、シアン/赤、マゼンタ赤、マゼンタ赤、マゼンタ赤、マゼンタ/緑、イエロー緑、イエロー緑、イエロー緑、イエロー/青青青青 
このタブで、明るさ、コントラスト、彩度、シアン/赤、マゼンタ/緑、イエロー/青を調整することができま

す。それぞれのスライダをドラッグするか、「-100」～「+100」をスライダの横にあるフィールドに入力し

て、これらのコントロールを調整します。数値は、値のパーセント値を表しています。 低値が -100% 

で、 大値が +100% です。 

リセットリセットリセットリセット 

 

[リセット] ボタンをクリックすると、このタブを表示してからスライダで調整したイメージのカラー バラン

スを元に戻すことができます。このボタンをクリックすると、このタブを選択した時点で表示されていた

イメージによって、[後] のイメージが置き換えられます。 

[元に戻す] ボタンは、[リセット] ボタンとは異なる動作をします。このタブのスライダに複数の変更を

行った場合、[元に戻す] ボタンでは、直前のスライダの変更だけを無効にするのに対して、[リセット] 

ボタンでは、このタブに入ってからのすべてのスライダの変更をリセットします。 
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[レベルとカーブレベルとカーブレベルとカーブレベルとカーブ] タブタブタブタブ 

 

 [レベルとカーブ]  タブを使用すると、高度のトーン カーブとヒストグラム機能にアクセスすることがで

き、現在のイメージの [先] と [後] のバージョンが表示されます。 

このタブを選択した時点では、[先] と [後] のイメージは同じです。この後、このタブの表示中に変更を

行うと、[先] のイメージはそのままですが、[後] のイメージには、変更の結果が表示されます。[後] の

イメージには、このタブでのコントロールによる変更とともに、このタブ領域の外、画面の右側にある

各種コントロール ([白]、[グレー]、[黒]の各ポインタ、ズーム、反転、回転など) による変更結果も反映

されます。[白]、[グレー]、[黒] の各ポインタを使用する場合は、[後] のイメージのみをクリックするこ

とができます。 

このタブを終了すると、[後] 位置にあるイメージがすべての画面で更新済みイメージとなります。 

チャンネル、ヒストグラム、カーブチャンネル、ヒストグラム、カーブチャンネル、ヒストグラム、カーブチャンネル、ヒストグラム、カーブ 

 

上記機能は、Photoshop バージョン 5.0 以降の機能と同様です。 

カーブの調整および [白]、[グレー]、[黒] の各ポインタ ボタンやオートバランス機能によって、ヒストグ

ラムが変更されます。ただし、ヒストグラムを変更してもカーブは変化しません。 

X 軸および Y 軸の各トーン カーブは、シャドウが 0% ハイライトが 100% の明るさを基準にしています。

次のようにして、トーン カーブ上に新たに 4 点までを作成します。 
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• グリッドをクリック 

• [先] のイメージ上の希望の位置に Command キーを押しながらクリック (Macintosh) または Ctrl 

キーを押しながらクリック (Windows)クリックしたピクセルの明るさの値が、入力の明るさレベルで

カーブに表示されます。 

カーブ上の点は、移動したり、削除しないかぎり固定されます。点をドラッグして新しい位置に移動し

たり、カーブから離れた点にドラッグして点を削除します。 

該当するチャンネルを選択して、ヒストグラムを実行したり、すべての色について、または赤、緑、青の

チャンネル上で個別にカーブ機能を実行します。(CMYK で作業している場合、これらのチャンネル値

はまだ RGB に表示されています)。 

ヒストグラム (上の図に示す入出力スライダ) では、X 軸の範囲は値 0 ～ 255、Y 軸はこれらの各値

に対応するピクセル数です。「単調な」色ではあるものの適度に露出されたイメージがあるとします。

この場合、なだらかに中央が山型になったヒストグラムとなります。おそらく、X 軸の 小値は 40、

大値は 200 です。これは、このイメージにあまり多数のダイナミック ランジがないことを示します。 

そこで、[Input] および [Output]スライダを使用して、次のようにコントラスト範囲を全範囲に広げること

ができます。 

• [Input] スケールの白のスライダを、この例でカーブの頂点になる Ｘ 軸の値 200 の位置に ドラッ

グします。これによって、ソフトウェアは値 200 を新しい値 255 に変更します。この操作によって、

40 ～ 200 の値が新しい範囲 40 ～ 255 に変更されます。 

• 次に、[Input] スケールの黒のスライダを、この例で山型カーブの 小値 40 にドラッグします。こ

れで、値 40 が 0 に変更されます。 

これで、イメージの範囲が、システムで表示可能な全範囲 (8 ビット、0 ～ 255) に変更されました。 

この反対の操作が [Output] スライダに当てはまります。スライダをドラッグすると、コントラストが下が

ります。それは、出力デバイスの全出力範囲を使用していないためです。 

リセットリセットリセットリセット 

 

[リセット] ボタンをクリックすると、このタブを表示してからイメージに行ったすべてのレベルおよびカー

ブの調整が元に戻されます。このボタンをクリックすると、このタブを選択した時点で表示されていた

イメージによって、[後] のイメージが置き換えられます。 

[元に戻す] ボタンは、[リセット] ボタンとは異なる動作をします。このタブのレベルとカーブに複数の変

更を行った場合、[元に戻す] ボタンでは、直前の変更だけを無効にするのに対して、[リセット] ボタン

では、このタブに入ってからのすべてのレベルとカーブの変更をリセットします。 

イメージの複数選択の処理イメージの複数選択の処理イメージの複数選択の処理イメージの複数選択の処理 
この項では、イメージの複数選択を処理する際のスキャン ソフトウェアの動作について説明します。 

複数のイメージの選択複数のイメージの選択複数のイメージの選択複数のイメージの選択    

初に、イメージを複数選択する方法を説明します。次のステップを完了すると、選択したすべてのイ

メージのサムネイルそれぞれに赤枠が表示されます。複数のイメージを選択した場合、左端のサム

ネイルがメイン イメージ領域の表示されます。 
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• ご使用のオペレーティング システム (PC/AT 互換機または Macintosh) の標準選択方法に従う

と、連続または非連続のイメージを選択できます。[左にスクロール] と [右にスクロール] ボタン

を使用すると、その他のサムネイルを表示するために移動してから、さらにイメージを選択する

ことができます。 

• 単一イメージを選択解除するには、別のサムネイルをクリックします。 

• 複数のイメージを選択解除するには、別のサムネイルをクリックします。 

複数のイメージをスキャンする複数のイメージをスキャンする複数のイメージをスキャンする複数のイメージをスキャンする    

複数のイメージを選択してスキャンした場合、各イメージに対して事前に定義されていた設定は、スキ

ャン処理中に個々のイメージに適用されます。そのため、単一のイメージを選択してその設定を定義

したり、別のイメージを 1 つ選択してその設定を定義したりすることができます。それから、これらの全

イメージを選択して一度にスキャンすることができます。各イメージには、それぞれの設定が適用され

ます。 

注 :ここでいう「設定」とは、タブの領域外と、タブの領域にあるすべてのパラメータを指します。ただし、

[設定] タブの [フィルム タイプ]、[プロファイル]、[カラー レベル]、[シャープネス] は除きます。 

設定を変更すると、これらの変更結果がイメージ領域に表示されます。サムネイルは更新されません 

(回転や反転以外)。 

また、すべてのイメージに一括して適用するために、複数のイメージを選択することもできます。これ

らの共通の設定は、1 つずつ選択して同じ設定を適用した場合と同様に、選択したイメージに個別に

保持されます。次に、別のイメージを複数選択して、それらに共通の設定を定義します。 初と 2 回

目に選択した複数のイメージから、それぞれいくつかのイメージを選択して、イメージのスキャンを一

括して実行する場合は、各イメージに定義した個別の設定が適用されます。 

複数のフレームを選択した場合、画面に表示される設定値はイメージ領域に表示されたフレーム、つ

まり左端のサムネイルの設定です。選択した各イメージに異なる設定が適用されるため、画面の設

定は、選択したすべてのイメージに適用されたものとは限りません。 

後に、複数のイメージのスキャン中にキャンセル ボタンをクリックすると、現在のフレームに対する

操作が完了し、この時点までに完了したスキャン済みイメージが保持されますが、残りのフレームに

対する操作はキャンセルされます。 
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ソフトウェア ライセンス契約 

EASTMAN KODAK COMPANYEASTMAN KODAK COMPANYEASTMAN KODAK COMPANYEASTMAN KODAK COMPANY    

ソフトウェアのインストール中、およびフィルムソフトウェアのインストール中、およびフィルムソフトウェアのインストール中、およびフィルムソフトウェアのインストール中、およびフィルム    スキャナのご使用中に、次の契約条項をすでにお読スキャナのご使用中に、次の契約条項をすでにお読スキャナのご使用中に、次の契約条項をすでにお読スキャナのご使用中に、次の契約条項をすでにお読

みになっているものと想定します。すでにソフトウェアのインストールが完了し、スキャナの使用を開みになっているものと想定します。すでにソフトウェアのインストールが完了し、スキャナの使用を開みになっているものと想定します。すでにソフトウェアのインストールが完了し、スキャナの使用を開みになっているものと想定します。すでにソフトウェアのインストールが完了し、スキャナの使用を開

始されている場合、これらの契約条項に同意されたものといたします。始されている場合、これらの契約条項に同意されたものといたします。始されている場合、これらの契約条項に同意されたものといたします。始されている場合、これらの契約条項に同意されたものといたします。    

Eastman Kodak Company (Kodak) では、全世界で、このソフトウェアを提供し、その使用ライセンスを

許諾します。 

お客様の使用目的の遂行のためのソフトウェアの選択、インストール、使用、およびソフトウェアから

得られる結果については、お客様の責任となります。 

使用権使用権使用権使用権    

お客様に対し以下の権利を許諾します。 

a. 当該ソフトウェアの使用 

b. このソフトウェアが同梱されていた装置 (「当該装置」) の運用の目的でのみ、1 台または複

数のコンピュータにコピーしたり、このソフトウェアの使用をサポートする目的でバックアップ

のために機械可読形式でコピーすること 

c. 第三者がこの契約条項に同意する場合、このソフトウェアおよびライセンスを当該装置ととも

に第三者に移転することこのソフトウェアを移転する場合、お客様には、同時にすべてのコ

ピーを同一の第三者に移転するか、または移転しないコピーを破棄する義務があります。 

このソフトウェアのすべてのコピーには、著作権表示を複製して組み込む必要があります。 

お客様は、このライセンスに明記されている場合を除き、全体、部分を問わずこのソフトウェアまたはお客様は、このライセンスに明記されている場合を除き、全体、部分を問わずこのソフトウェアまたはお客様は、このライセンスに明記されている場合を除き、全体、部分を問わずこのソフトウェアまたはお客様は、このライセンスに明記されている場合を除き、全体、部分を問わずこのソフトウェアまたは

そのそのそのそのコピーを使用、複製、移転することはできません。コピーを使用、複製、移転することはできません。コピーを使用、複製、移転することはできません。コピーを使用、複製、移転することはできません。    

お客様が当該装置の所有権またはこのソフトウェアのコピーを第三者に移転した場合、お客様の使お客様が当該装置の所有権またはこのソフトウェアのコピーを第三者に移転した場合、お客様の使お客様が当該装置の所有権またはこのソフトウェアのコピーを第三者に移転した場合、お客様の使お客様が当該装置の所有権またはこのソフトウェアのコピーを第三者に移転した場合、お客様の使

用権は自動的に消滅します。用権は自動的に消滅します。用権は自動的に消滅します。用権は自動的に消滅します。    

期間期間期間期間    

この使用契約は消滅するまで有効です。お客様は、本ソフトウェアとともにすべての形式のすべての

コピーを破棄することによって、この使用契約を随時に解約できます。本契約に規定されている条項

に基づいて、またはこの契約条項の遵守に失敗した場合、使用権は消滅します。使用権の消滅に伴

い、お客様は、形式を問わずすべてのコピーとともに本ソフトウェアを破棄するものとします。 

保証の内容と制限保証の内容と制限保証の内容と制限保証の内容と制限    

弊社は、このソフトウェアを提供する CD が通常の使用状態では、お客様の領収書のコピーで証明さ

れるお買い上げ日から 90 日間、材質上または製造上無瑕疵の状態であることを保証します。 

弊社は、このソフトウェアの各機能がお客様の要件を満たすこと、およびこのソフトウェア操作の中断

やエラーの無発生を保証いたしません。 

本ソフトウェアは、特定物として「現存するままの状態」で提供本ソフトウェアは、特定物として「現存するままの状態」で提供本ソフトウェアは、特定物として「現存するままの状態」で提供本ソフトウェアは、特定物として「現存するままの状態」で提供され、商品性の保証、特定目的適合性され、商品性の保証、特定目的適合性され、商品性の保証、特定目的適合性され、商品性の保証、特定目的適合性

の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものの保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものの保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものの保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないもの

とします。本ソフトウェアの品質および性能に関する全面的なリスクは、お客様の責任です。本ソフトとします。本ソフトウェアの品質および性能に関する全面的なリスクは、お客様の責任です。本ソフトとします。本ソフトウェアの品質および性能に関する全面的なリスクは、お客様の責任です。本ソフトとします。本ソフトウェアの品質および性能に関する全面的なリスクは、お客様の責任です。本ソフト

ウェアに障害があることが証明された場合、必要なすべての保守、修理、修正の全費用は、お客様ウェアに障害があることが証明された場合、必要なすべての保守、修理、修正の全費用は、お客様ウェアに障害があることが証明された場合、必要なすべての保守、修理、修正の全費用は、お客様ウェアに障害があることが証明された場合、必要なすべての保守、修理、修正の全費用は、お客様    

((((弊社または販売店ではなく弊社または販売店ではなく弊社または販売店ではなく弊社または販売店ではなく) ) ) ) の負担となります。の負担となります。の負担となります。の負担となります。    
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州によっては、黙示の保証の免責を認めていません。その場合は、上記免責は、お客様には適用さ

れません。この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は、州ごとに変化す

るその他の権利も保有することができます。 

救済制限条項救済制限条項救済制限条項救済制限条項    

弊社の完全保証責任およびお客様に限定される救済手段は以下のとおりです。 

1. 領収書のコピーを添付して、弊社または販売店に返却された、弊社の「保証の内容と制限」

に合致しない CD の交換、または、 

2. 弊社または販売店が材質上または製造上無瑕疵状態の交換用 CD をお届けできない場合

には、お客様は本ソフトウェアを返却することによって、本契約を解約できます。 

いかなる場合も、弊社は、弊社または販売店の予見の有無を問わず、本ソフトウェアの使用の結果いかなる場合も、弊社は、弊社または販売店の予見の有無を問わず、本ソフトウェアの使用の結果いかなる場合も、弊社は、弊社または販売店の予見の有無を問わず、本ソフトウェアの使用の結果いかなる場合も、弊社は、弊社または販売店の予見の有無を問わず、本ソフトウェアの使用の結果

に起因または使用不能のために発生した、逸失利益、特別損害、付随的損害、間接損害、または第に起因または使用不能のために発生した、逸失利益、特別損害、付随的損害、間接損害、または第に起因または使用不能のために発生した、逸失利益、特別損害、付随的損害、間接損害、または第に起因または使用不能のために発生した、逸失利益、特別損害、付随的損害、間接損害、または第

三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負いません。三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負いません。三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負いません。三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負いません。    

付随的損害および間接的損害の賠償責任の制限または免責を認めていない州がありますが、その

場合、上記制限または免責条項は適用されません。 

その他その他その他その他    

本契約に明記されている場合を除いて、お客様は、本ライセンスまたは本ソフトウェアをサブライセン

スしたり、譲渡することはできません。本契約に基づくいかなる権利、義務もサブライセンスしたり、譲

渡することは、禁じられています。 

本契約にはニューヨーク州法が適用されるものとします。 

本契約についてのご質問は、弊社 (1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325)) 宛てにお願いいたします。 

お客様は、こお客様は、こお客様は、こお客様は、この契約をお読みになり、理解し、契約条項を認め、それらの条件に拘束されることに同の契約をお読みになり、理解し、契約条項を認め、それらの条件に拘束されることに同の契約をお読みになり、理解し、契約条項を認め、それらの条件に拘束されることに同の契約をお読みになり、理解し、契約条項を認め、それらの条件に拘束されることに同

意するものとします。さらに、お客様は、本契約は、お客様と弊社との間の完全で唯一の合意を記載意するものとします。さらに、お客様は、本契約は、お客様と弊社との間の完全で唯一の合意を記載意するものとします。さらに、お客様は、本契約は、お客様と弊社との間の完全で唯一の合意を記載意するものとします。さらに、お客様は、本契約は、お客様と弊社との間の完全で唯一の合意を記載

したものであり、本契約の主題に関する、両当事者間で以前になされたすべての提案または書面、したものであり、本契約の主題に関する、両当事者間で以前になされたすべての提案または書面、したものであり、本契約の主題に関する、両当事者間で以前になされたすべての提案または書面、したものであり、本契約の主題に関する、両当事者間で以前になされたすべての提案または書面、

口頭による合意およびその他の了解事項に優先することに同意するものとします。口頭による合意およびその他の了解事項に優先することに同意するものとします。口頭による合意およびその他の了解事項に優先することに同意するものとします。口頭による合意およびその他の了解事項に優先することに同意するものとします。 
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保証書 

この保証は米国内に限定されます。この保証は、米国で購入された装置の修理にのみ適用されます。 

保証期間保証期間保証期間保証期間    

弊社は、お客様の KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナをご購入日から 12 か月間、

材質上または製造上の瑕疵がないことを保証します。 

保証修理範囲保証修理範囲保証修理範囲保証修理範囲    

保証期間内に、この装置が材質上または製造上の瑕疵から正常に動作しなくなった場合、弊社では、

ここに記載する条件および範囲に基づいて、当該装置を無料で修理または交換いたします。上記修

理サービスには、弊社の仕様に合致した、装置の操作状態を維持するために必要な、工数、調整、

部品の交換が含まれます。弊社では、保証期間中、電話によるサポートを提供いたします。  

購入者と弊社との間で弊社による特定の保証が書面で取り交わされる場合を除いて、損害または逸

失が過失または他の行為によるものであっても、弊社には、上記以外のいかなる保証も賠償責任も

存在しません。 

修理に交換部品を使用した場合、これらの部品は再製造されたり、再加工された材料が使用される

場合があります。システム全体を交換する必要がある場合、再製造されたシステムと交換される場合

があります。誤動作するシステムまたは故障したシステムの修理または交換が必要になった場合、

元の保証期間の残存期間の満了日または交換・補修された製品の引き渡し後 30 日間の満了日の

いずれか遅く到来する日まで、この保証規定による修理または交換が適用されます。 

お買い上げの証票 (領収書) は大切に保管してください。弊社では、これをもって、無償修理期間内で

あるかどうかを判断します。  

米国以外での保証について米国以外での保証について米国以外での保証について米国以外での保証について    

米国以外の国においては、この保証内容は異なります。購入者と弊社との間で弊社による特定の保

証が書面で取り交わされる場合を除いて、損害または逸失が過失または他の行為によるものであっ

ても、弊社には、上記以外のいかなる保証も賠償責任も存在しません。 

修理サービスについて修理サービスについて修理サービスについて修理サービスについて    

米国内では、1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325) にお電話してください。 

カナダでは、1-800-465-6325 にお電話してください。 

米国、カナダ以外の国の場合、お近くの弊社の担当者にお電話してください。  

修理が必要な場合、弊社の担当者が修理のために装置を返送していただく 寄りのサービス センタ

ーをご案内し、ユーザー登録番号をお伝えいたします。保証範囲を確認するための、購入日の証明

は、お客様の責任で行っていただきます。 

弊社からの事前の了解なしには、故障した装置を弊社宛に返送しないでください。弊社からの事前の了解なしには、故障した装置を弊社宛に返送しないでください。弊社からの事前の了解なしには、故障した装置を弊社宛に返送しないでください。弊社からの事前の了解なしには、故障した装置を弊社宛に返送しないでください。    

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナを発送する際には、障害のある装置を輸送用

保護材を使用して出荷時の梱包ケースに梱包してください。発送はお客様の責任で行ってください。

出荷時の梱包材がお手元にない場合、再梱包の費用は、お客様にご負担いただきます、弊社への

発送費用は、お客様にご負担いただきます。お客様宛ての返送費用は、弊社が負担いたします。(詳

細については、再梱包のお願いを参照してください。) 

修理期間は、サービス センターで装置を受領後、約 5 営業日が見込まれます。 
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責任限度額責任限度額責任限度額責任限度額    

この保証は、弊社の管理対象外である次の場合には、適用されません。弊社製品ではない、付属品、

アクセサリ、代替品の使用に起因する問題の修正のための修理または部品。移転の結果必要となっ

た修理。弊社で認めていない変更や修理。再梱包の注意書きに従わないスキャナの梱包。弊社製品

に添付されている操作説明書に記載された使用方法を逸脱した取り扱いにより発生した故障。弊社

提供品目を使用しなかったことに起因する故障。 

弊社は、この装置について、明示、黙示を問弊社は、この装置について、明示、黙示を問弊社は、この装置について、明示、黙示を問弊社は、この装置について、明示、黙示を問わず、上記以外の一切の保証または商品性のわず、上記以外の一切の保証または商品性のわず、上記以外の一切の保証または商品性のわず、上記以外の一切の保証または商品性の保証を行保証を行保証を行保証を行

いません。いません。いません。いません。無償による修理または交換は、この契約のもとでの弊社の唯一の義務です。 

弊社は、本装置の購入、賃貸、使用、または誤動作による間接的または二次的な逸失や損害が、弊

社の過失またはその他の過失によって生じたものであっても責を負わないものとします。 

弊社の責に帰さない、逸失利益、事業の中断、装置の使用不能、代替装置、設備、サービスの費用、

お客様の顧客からの損害請求を含み、これらに限定されない損害については、弊社は、一切責任を

負わないものとします。 

この責任限度額は、弊社または弊社の命令または管理下の社員の過失によって生じたものであって

も、人身傷害、財産に対する損害に対しては適用されません。 

EASTMAN KODAK COMPANY 
KODAK Professional Imaging 
Global Customer Service & Support 
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トラブルシューティング 

ハードウェハードウェハードウェハードウェアアアア 
スキャナの電源が入らない。スキャナ上部のステータス ライトが点灯しない。 

すべてのプラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。スキャナ背面にあるス

キャナの電源ボタンがオンになっていることを確認してください。別の電源コンセントで試して

ください。 

コンピュータが正常に起動しない。スキャナを接続したばかりである (または、別の SCSI 機器をコン

ピュータに接続したところである)。 

SCSI 接続を使用している場合、SCSI ID の競合の可能性があります。コンピュータに接続さ

れるすべての SCSI 機器には、それぞれ固有の ID を割り当てる必要があります。スキャナ

をコンピュータに接続するを参照して、説明に従って、スキャナの SCSI ID をリセット (または

新たに接続した機器の SCSI ID をリセット) してください。 

お使いの SCSI ケーブルが長すぎる可能性があります。チェーン接続された SCSI ケーブル

の総延長は、15 フィート (4.6 メートル) 未満にしてください。 

スプライス ストリップフィルムがスキャナ内を正常に移動しない。 

スプライス フィルムはサポートしていません。したがって、スキャナには使用できません。 

PC/AT 互換機の USB 接続が機能しない。 

ご使用のコンピュータ システムがスキャナを検出できるように、USB 接続を行う の手順に従

ってください。 

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア 
スキャナ ウィンドウが開かない。 

スキャナ ソフトウェアをインストールするの説明どおりにソフトウェアがインストールされてい

ることを確認してください。 

[読み込み]メニューの Photoshop ファイルの選択肢のなかにスキャナが表示されない。 

スキャナ ソフトウェアを再インストールして、やり直してください。 

 PC/AT 互換機で SCSI 接続を使用して 初に起動したとき、スキャナ ソフトウェアが正常に動作しな

い。 

ASPI 準拠の SCSI ホスト アダプタに付属の Windows ASPI ファイルをインストールしている

ことを確認してください。これらのファイルがインストールされていないと、スキャナ ソフトウェ

アは正常に動作しません。このソフトウェアは、Windows の ASPI 準拠アプリケーションでの

使用を目的としていて、他のオペレーティング プラットフォームの ASPI 準拠アプリケーション

での使用は意図していません。 

イメージイメージイメージイメージ 
複数選択したイメージのスキャニング時に、イメージごとのカラー バランスが期待するような結果にな

らない。 
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複数選択したイメージのスキャニングでのカラー バランスの効果については、イメージの複

数選択の処理の項を参照してください。 

スキャニングの結果、イメージがブランクで表示される。 

35 mm ストリップフィルムの露光されていない部分がスキャンされています。スキャナ内のス

トリップフィルムを移動して、やり直してください。 

または、[カラー バランス] タブの [コントラスト] スライダが、イメージの参照が不可能な値に

設定されています。 

または、[レベルとカーブ] タブのヒストグラム スライダが、イメージの参照が不可能な値に設

定されています。 

プレビューまたはスキャンしたイメージが正しく中央に置かれない。あるいは 2 つのイメージが部分的

に表示される。 

正しく位置決めされるまで、スキャナ内のフィルムを少しずつ移動してください。このためには、

スキャナの上部の [Reverse (戻す)] または [Forward (進む)] ボタンを軽く押すか、スキャナ

の [Reverse (戻す)] または [Forward (進む)] ボタンを option キーを押しながらクリック 

(Macintosh) または Ctrl キーを押しながらクリック (Windows) してください。 

スライドからスキャンしたイメージのピントがぼける。 

スキャナには、スライドのフォーカス用のコントロールがあります。スライド マウントの厚さに

ばらつきがあるので、スキャナ内で正しいフィルム面を決定するためにこの機能が必要にな

ります。[フォーカス] ボタンを 1 回クリックして、オート フォーカスを実行してください。 

それでもフォーカスがあまい場合、再度 [フォーカス] ボタンをクリックしてください。手動でフ

ォーカスを調整するかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。[いいえ] をクリッ

クした場合は、オートフォーカスが再実行されます。[はい] をクリックした場合は、現在のフォ

ーカス位置を示すダイアログ ボックスが表示されます。ここに、別のフォーカス値を入力して、

フォーカス位置 (1 ～ 30 の整数) を変更できます。たとえば、ダイアログ ボックスに値として 

17 が表示されている場合、1 段階フォーカスを変更してみてください。この場合、値を「16」か、

「18」に変更します。 

プレビューしたイメージが実際のイメージのネガとなっている。 

間違ったフィルム タイプが選択されています。[設定] タブの [フィルム タイプ] から正しいデ

ータを選択してください。 

スキャンでは、イメージ全体のごく一部しかアクワイヤできない。 

プレビュー イメージにトリミング領域が置かれています。プレビュー イメージ上のトリミング領

域の外側をクリックして、トリミング領域を除去してください。 

イメージに上記以外の問題が発生する。 

スキャナの周辺の光源がスキャナ操作の障害となっています。スキャニング領域の周辺に

高レベルの直接光源を置かないでください。 

スキャンしたイメージのコントラストが Adobe Photoshop では常に著しく高いか低くなってしまう。 

モニタのガンマが適切にキャリブレーションされていません。Photoshop のマニュアルの説明

に従って、モニタのガンマを必ず調整してください。 
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メッセージ 

ベース ファイル名 <Base File Name> がオペレーティング システムの命名規則に従っていません。ファイル名に特殊文

字 (* や @ など) を使用することはできません。オペレーティング システムのファイル命名規則を参照し、<Base File 

Name> を変更してから、イメージをファイルに保存してください。 

スキャン プロファイルのファイル名に適切でない文字が使われています。使用可能な文字だけでファイル名を

指定してください。 

または、ファイル名がオペレーティング システムのその他の要件を満たしていません。たとえば、ファイル名が

長すぎる可能性があります。 

プレスキャンしたフレームの本スキャンが実行されていません。フィルム スキャナ ソフトウェアをここで終了してもよろし

いですか? 

ダイアログ ボックスから、スキャン処理の継続、またはソフトウェアの終了から、該当する選択肢を選択します。 

プレスキャンが実行されていません。本スキャンを継続してもよろしいですか? 

ダイアログ ボックスから、スキャンの実行またはキャンセルから、該当する選択肢を選択します。 

その名前のスキャン プロファイルがすでに存在します。既存のプロファイルを置換してよろしいですか? 

状況に応じて適切な選択肢を選んでください。 

このスライドに対するオートフォーカスはすでに実行されています。オートフォーカスを再実行する場合は [Auto] を、既

存のフォーカスを微調整するには [Manual] を選択してください。 

[Auto-Focus Slide] ボタンの詳細については、リファレンス – ソフトウェア([Auto－Focus Slide] ボタン)を参照し

てください。 

[Output] および [拡大] の値に基づくと、スキャンの [高さ]、[幅] が 35mm よりも大きくなっています。そのため、スキャ

ンの [高さ]、[幅] は 大値に設定され、ロックされたアスペクト比を維持するように調整されます。また、[拡大] と出力 

［解像度］ も調整されます。 

これらの項目の関係の詳細については、リファレンス – ソフトウェア (出力サイズと入力値)を参照してください。 

[Output] および [拡大] の値に基づくと、[Scan Resolution] を #### dpi にしなければなりません。これは、 大値の 

3600dpi よりも高解像度であるか、または 小値の 72dpi です。［Scan Resolution］ は 3600dpi または 72dpi に設定され、

出力 ［解像度］ は #### dpi になります。 

これらの項目の関係の詳細については、リファレンス – ソフトウェア (出力サイズと入力値)を参照してください。 

現在処理中のプレスキャンまたは本スキャンをキャンセルしてもよろしいですか? 

現在のフレームのスキャンが完了したところで中止して、すべてのスキャンを保持するか、またはスキャンを継

続するか、いずれかの該当する選択肢を選択します。 

出力サイズの [幅] と [高さ] がロックされていない場合 : [Output] および [拡大] の値に基づくと、スキャンの [高さ]、

[幅] が 35mm よりも大きくなっています。そのため、スキャンの [高さ]、[幅] は 大値に設定され、出力サイズの [高さ] 

と [幅] が調整されます。 

出力サイズの [幅] と [高さ] がロックされている場合 : [Output] および [拡大] の値に基づくと、スキャンの [高さ]、[幅] 

が 35mm よりも大きくなっています。そのため、スキャンの [高さ]、[幅] は 大値に設定され、ロックされたアスペクト比

を維持するように調整されます。また、[拡大] の値も調整されます。 

これらの項目の関係の詳細については、リファレンス – ソフトウェア (出力サイズと入力値)を参照してください。 
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フレーム ## のスキャン中です。注 :## はスキャン時にフレームに割り振られる連続の番号で、ストリップフィルムのフレ

ーム番号とは異なります。 

このメッセージは、フレームのスキャン時に表示されます。このメッセージが表示されたときにキャンセルすると、

現在のスキャンが完了した後、これまでにスキャンしたデータが保持されます。 

[Black Balance] の値は、0 ～ 255 でなければなりません。 

入力したカラー バランスの値が範囲外です。メッセージに示されているとおり、0 ～ 255 の値を再入力してくだ

さい。 

<directory> ディレクトリ名は存在しません。作成しますか? 

[スキャンしてファイルに保存] ダイアログ ボックスに指定したディレクトリは存在しません。この名前で新しいデ

ィレクトリを作成するか、または保存をキャンセルして別のディレクトリ名を指定してください。 

<directory> ディレクトリ名にアクセスできません。ディレクトリ名を見なおして変更するか、または [参照] ボタンを押して

ディレクトリを検索し、該当するディレクトリを選択してください。 

[スキャンしてファイルに保存] ダイアログ ボックスに指定したディレクトリに問題があります。メッセージに示さ

れているとおり、別のファイル名を入力するか、または [参照] ボタンを使用して新規ディレクトリを指定してくだ

さい。￥ 

ファイルのディレクトリ名およびファイル名がすでに存在します。既存のファイルを置換してよろしいですか? 

既存するファイルのディレクトリとファイル名を指定しました。状況に応じて適切な選択肢を選んでください。 

フィルム スキャナがスキャンしたイメージ データをソフトウェア タイトルに転送できません。ソフトウェア タイトルが実行

中であることを確認し、[OK] を選択して、処理を継続してください。または、[キャンセル] を選択してイメージ データを破

棄し、残りのフィルムのスキャンを中止してください。 

このメッセージは、スキャナ ソフトウェアが実行中で、フィルム スキャナがフィルムをスキャンしているが、ホス

ト ソフトウェア (通常 Photoshop) が実行されておらず、スキャンしたイメージ データがホスト ソフトウェアに転

送できない場合に表示されます。状況に応じて適切な選択肢を選んでください。 

フィルム スキャナはウォームアップ中です。しばらくお待ちください。 

メッセージに示されているとおり、お待ちください。 

プレスキャン後に、フィルム タイプが変更されました。[フレームのプレスキャン] ボタンまたは [ストリップのプレスキャ

ン] ボタンでプレスキャンを実行して、イメージ データを更新してください。ただし、これにより、現在のイメージのプレビュ

ーで行った調整はすべて破棄されます。 

メッセージに示されているとおり、プレスキャンの実行後にフィルム タイプを変更しました。すでに以前のフィル

ム タイプでイメージの調整を行っている場合は、正確なデータではなくなっているので、もう一度プレスキャン

を実行して、イメージの調整を行ってください。 

出力 ［解像度］ は 72 ～ 7200dpi でなければなりません。入力された値はこの範囲外であるため、72 または 7200dpi に

自動的に設定されます。 

入力した出力解像度は、スキャナの解像度の範囲外です。メッセージに示されているとおり、指定可能な範囲

値のいずれか近い方の値に変更されます。これら以外の値を指定したい場合は、スキャナの範囲内の値を指

定してください。 

モニタの解像度が低すぎます。解像度を上げるには、[スタート] - [設定] - [コントロール パネル] ‐ [画面] の順に選択

した後、[設定] タブを選択してください。[画面の領域] のスライダを移動させて、少なくとも 800 x 600 ピクセルに設定し、

[OK] ボタンを選択します。それから、フィルム スキャナへのアクセスを再試行してください。 
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メッセージに示されているとおり、モニタの解像度が低すぎるため、スキャナ ソフトウェアを実行できません。説

明のとおりに解像度を変更して、再試行してください。 

モニタの解像度が低すぎます。[Apple Menu] に移動し、［Control Panels］ - [Monitors & Sound] の順に選択して、解像

度を上げてください。[Resolution] アイコンをクリックして、[Resolution] リストから少なくとも 800 x 600 ピクセルの解像度

を選択してください。[Multiple Scan Display] パネルを閉じ、フィルム スキャナへのアクセスを再試行してください。 

Macintosh をご使用の場合のみ表示されます。メッセージに示されているとおり、モニタの解像度が低すぎるた

め、スキャナ ソフトウェアを実行できません。説明のとおりに解像度を変更して、再試行してください。 

[White Balance] の値は、0 ～ 255 でなければなりません。 

入力したカラー バランスの値が範囲外です。メッセージの内容のとおり、0 ～ 255 の値を再入力してください。 

入力されたスキャン プロファイル名は使用できません。次の文字は名前には使用できません。名前から使用不可能な

文字を削除し、スキャン プロファイルへの保存を再試行してください。 \, /, :, *, ?, “, <, >, | 

スキャン プロファイルのファイル名に適切でない文字が使われています。使用可能な文字だけでファイル名を

指定してください。 

ICC プロファイル <profile name> にアクセスできません。スキャナ ソフトウェアを閉じて再起動し、やり直してください。そ

れでも問題が解決しない場合は、別の ICC プロファイルで試行してください。または、この ICC プロファイルを使用しな

ければならないなら、スキャナ ソフトウェアを再インストールしてから再試行してください。 

フィルム項目ファイルに問題があります。メッセージの指示に従ってください。 

RFS 3600 フィルム スキャナと通信できません。次の点を確認してください。 

• スキャナの電源がオンになっていることを確認する 

• すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認する 

• SCSI 接続 (USB ではなく) の場合、SCSI ID が競合していないか、SCSI チェーンが適切にターミネートされている

かどうかを確認する必要に応じて、CD に含まれる 『User’s Manual』 を参照する 

SCSI 接続の詳細については、この取扱説明書のSCSI  接続を行うを参照してください。 

フィルム項目 <film term name> を開けません。スキャナ ソフトウェアを閉じて再起動し、やり直してください。それでも問

題が解決しない場合は、別のフィルム項目で試行してください。または、このフィルム項目を使用しなければならないな

ら、スキャナ ソフトウェアを再インストールしてから再試行してください。 

フィルム項目ファイルに問題があります。メッセージの指示に従ってください。 

スキャンプロファイル <profile name> を開けません。再試行するか、または可能であれば、スキャン パラメータを再作成

し、再度スキャン プロファイルに保存してください。 

開こうとしているファイルに問題があります。メッセージの指示のとおり、可能であればスキャンの設定を再作

成し、再度設定を保存してください。 

イメージ データをフィルム スキャナからコンピュータへ転送できません。次の点を確認してください。 

• スキャナの電源がオンになっていることを確認する 

• すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認する 

• SCSI 接続 (USB ではなく) の場合、SCSI ID が競合していないか、SCSI チェーンが適切にターミネートされている

かどうかを確認する必要に応じて、CD に含まれる 『User’s Manual』 を参照する 

SCSI 接続の詳細については、この取扱説明書のSCSI  接続を行うを参照してください。 
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Kodak ドライバのアップデート 

この付録には、次に示す、スキャナ ソフトウェアのアップデートの入手方法とインストールの説明がありま

す。 

• ソフトウェアを電子的にダウンロードする方法弊社では、ドライバ アップデートの入手方法として、この方

法をお勧めします。 

• アップデート ソフトウェアのインストール方法 

ソフトウェアを電子的にダウンロードするソフトウェアを電子的にダウンロードするソフトウェアを電子的にダウンロードするソフトウェアを電子的にダウンロードする 
この項で説明する、ソフトウェアのダウンロード サービスの利用は、地域によって異なる可能性があ

ります。 

弊社がスキャナ ソフトウェア (たとえば、新しいスキャナ ソフトウェア、スキャナ用の新しいファームウ

ェア コントロール プログラミング、新しいフィルムのリリースをサポートする新しいフィルム項目) のア

ップデート バージョンを作成すると、これらは、電子的に利用可能になります。アップデートのダウンロ

ードによって、 新のソフトウェアを迅速に入手できます。お客様はソフトウェアを即時に受信したり、

都合に合わせて後で受信したりできます。ただし、アップデートについては、お客様の責任において 

Web サイトをご確認頂きます。 

ドライバのダウンロードには、弊社では提供していない、モデム、通信ソフトウェア、電話回線などの

通信アクセスが必要です。 

次の弊社の Web サイトにアクセスしてソフトウェア アップデートを入手できます。 

http://www.kodak.com/go/professional 

このページは、製品タイプ別のソフトウェア アップデートの一覧にリンクしています。該当するリンクを

たどって、スキャナ ソフトウェアを見つけ出してダウンロードしてください。 

ソフトウェアを入手した後、次を続けてください。 

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア/ファームウェアをインストールおよびアップデートするファームウェアをインストールおよびアップデートするファームウェアをインストールおよびアップデートするファームウェアをインストールおよびアップデートする 
1. ダウンロードしたファイルのアイコンをダブルクリックして、表示される指示に従ってください。 

2. スキャナのファームウェアのアップデートを完了する方法については、リファレンス – ソフトウェア 

(バージョン番号/バージョン番号とファームウェア アップグレード)を参照してください。 

http://www.kodak.com/go/professional
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再梱包方法について 

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナの使用について問題がある場合、装置をサー

ビスのために返送する前に、弊社担当者にご連絡ください。米国内では、1-800-CD-KODAK (1-800-

235-6325) にお電話してください。カナダでは、1-800-465-6325 にお電話してください。北米以外の国

では、お近くの弊社担当者にお電話してください。修理が必要な場合、弊社の担当者が修理のため

に装置を返送していただく 寄りのサービス センターをご案内し、ユーザー登録番号をお伝えいたし

ます。 

必要事項が記入されていることを確認の上、保証書をご返送ください。保証書の返送がない場合、ま必要事項が記入されていることを確認の上、保証書をご返送ください。保証書の返送がない場合、ま必要事項が記入されていることを確認の上、保証書をご返送ください。保証書の返送がない場合、ま必要事項が記入されていることを確認の上、保証書をご返送ください。保証書の返送がない場合、ま

たは購入日の証明がない場合は、保証サービスの対象外となります。たは購入日の証明がない場合は、保証サービスの対象外となります。たは購入日の証明がない場合は、保証サービスの対象外となります。たは購入日の証明がない場合は、保証サービスの対象外となります。    

ご使用のスキャナを再梱包して弊社宛に発送される場合には、次の指示に従ってくださるようお願い

いたします。 

1. 同封する、次の内容が記載された書面をご用意ください。お客様のお名前、住所、電話番号、電

子メール アドレス、日付、スキャナのシリアル番号、ユーザー登録番号、遭遇した問題の詳細な

説明。 

2. コンピュータとスキャナをシャットダウンします。 

3. スキャナからすべてのケーブルを外します。ケーブルは、返送しないでください。 

4. スキャナをプラスティックの袋に入れ、封をしてから、輸送用ダンボールに入れます。輸送中のほ

こりやかき傷を防ぐために、必ず、プラスティック袋を使用してください。元の梱包材がお手元に

ない場合、梱包材は、お客様の負担でご準備ください。  

5. 同封書面をダンボールに入れてください。 

6. 輸送用ダンボールを閉じて、テープで封をしてください。 

7. 弊社担当者からの案内に基づいて、弊社宛発送してください。 
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仕様 

フィルムフィルムフィルムフィルム 
ストリップフィルムとスライドストリップフィルムとスライドストリップフィルムとスライドストリップフィルムとスライド    

35mm のストリップフィルム、3 ～ 36 フレームの長さのフィルムを使用できます。 

標準の 35mm のシングル スライド、1.0 ～ 3.5mm の厚さのスライドを使用できます。 

カラー ネガ、カラー ポジ (スライド フィルム)、白黒の 35mm のネガ フィルムをスキャンします。 

注意注意注意注意    :1 ～ 2 フレームしかないフィルムは装てんしないでください。スプライス フィルムはサポートして

いません。したがって、スキャナには使用できません。 

フィルムの装てんフィルムの装てんフィルムの装てんフィルムの装てんと取り出しと取り出しと取り出しと取り出し    

自動送りになるまで、スキャナの左側からストリップフィルムを手で差し込みます。フィルムの取り出し

は自動です。 

シングル スライドは、スキャナの前面に装てんします。挿入も取り出しも手動で行います。 

スキャナ内のストリップフィルムの動きスキャナ内のストリップフィルムの動きスキャナ内のストリップフィルムの動きスキャナ内のストリップフィルムの動き    

ソフトウェア/ハードウェアともに、スキャナ内のストリップフィルムをフレームごとに移動させるか、また

は 1 つのフレームを微調整します。 

ソフトウェア/ハードウェアともに、スキャナからストリップフィルムを取り出せます。 

スキャン領域スキャン領域スキャン領域スキャン領域    

幅 36.5mm × 高さ 24.3mm 

スキャナスキャナスキャナスキャナ ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア 
安全にご使用頂くために安全にご使用頂くために安全にご使用頂くために安全にご使用頂くために    

スキャナ底部の説明を参照してください。 

電源電源電源電源    

AC アダプタの説明を参照してください。 

色分解色分解色分解色分解    

CCD (Charge Coupled Device : 電化結合素子) センサ 

光源光源光源光源    

冷陰極蛍光ランプ 

コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ    インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース (USB  (USB  (USB  (USB とととと SCSI II) SCSI II) SCSI II) SCSI II)    

ハードウェアとオペレーティング システムによってサポートされている SCSI II または USB 接続によっ

て、PC/AT 互換機または Power Macintosh に接続します。 

PC/AT 互換機の SCSI 接続を使用する場合は、サポートされている SCSI ホスト アダプタ カードとソ

フトウェアが必要です。 

スイッチ選択可能な SCSI コネクタ 
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操作ボタン操作ボタン操作ボタン操作ボタン    

3 つのボタンでストリップフィルムを移動します。Eject (取り出し)、Reverse (戻す)、Forward (進める) 

Scan (スキャン位置にあるイメージをスキャン) 

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法    

長さ 29.2cm (11.5 インチ) ×幅 19.7cm (7.75 インチ) ×高さ 10.8cm (4.25 インチ) 

重量重量重量重量 ( ( ( (スキャナのみスキャナのみスキャナのみスキャナのみ))))    

1.5kg(3.4 ポンド) 

動作温度動作温度動作温度動作温度範囲範囲範囲範囲    

50 ° ～ 104 ° F (10 °～ 40 ° C) 

注意注意注意注意::::この範囲外の場合、スキャナの電源を入れないでください。この動作温度範囲外の場所に保

管したり、輸送した場合は、動作温度範囲になってからスキャナの電源を入れてください。 

動作湿度範囲動作湿度範囲動作湿度範囲動作湿度範囲    

相対湿度 20% ～ 75% (結露なし) 

注意注意注意注意::::スキャナを温度の低い場所に保管または輸送された後、温度が高く、湿気のある場所に移動

させた場合は、結露が発生する可能性があります。 

ウォームアップウォームアップウォームアップウォームアップ    

5 分以内 

スキャナスキャナスキャナスキャナ ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア 
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    ドライバドライバドライバドライバ    

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナ アクワイヤ モジュール/Macintosh 用、Adobe 

Macintosh Photoshop 5.0 以降に対応のもの 

KODAK PROFESSIONAL RFS 3600 フィルム スキャナ TWAIN データ ソース/WINDOWS システム用、

Adobe Macintosh Photoshop 5.0 以降に対応のもの 

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース    

タブ形式のユーザー インターフェース。次の 3 つのタブでコントロールします。設定、カラー バランス、

レベルとカーブ 

光源のキャリブレーション光源のキャリブレーション光源のキャリブレーション光源のキャリブレーション    

起動時、 初のフレームのスキャン時は自動キャリブレーションが行われます。または、スキャナ ソフ

トウェアでなく、ユーザーによるコントロールも可能です。 

フィルムフィルムフィルムフィルム    タイプタイプタイプタイプ ( ( ( (フィルム項目フィルム項目フィルム項目フィルム項目))))    

カラー ネガ、カラー ポジ (スライド フィルム)、白黒ネガのフォルム タイプを使用できます。 

スライドのフォーカススライドのフォーカススライドのフォーカススライドのフォーカス    

自動フォーカス、およびスライドがスキャンされたときに適切にフォーカスされるように手動フォーカス

を使用できます。 
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イメージのプレスキャンイメージのプレスキャンイメージのプレスキャンイメージのプレスキャン    

単一フレーム、またはフィルム全体を一括してプレスキャンできます。 

イメージの表示イメージの表示イメージの表示イメージの表示    

サイズ別に 3 種類のイメージ プレビューが可能です。サムネイル、より大きめな固定のプレビュー領

域、モニタに全画面表示できる、サイズ変更可能なイメージ ウィンドウ。 

固定プレビュー イメージとイメージ ウィンドウ内のイメージは、拡大縮小可能です。 

A/D A/D A/D A/D パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

12-ビット A/D 変換 

ダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック    レンジレンジレンジレンジ    

3.6 ダイナミック レンジ 

カラーカラーカラーカラー////グレーグレーグレーグレー    レベルレベルレベルレベル    

スキャンは 36 ビット(3 色、12 ビット/色) です。 

出力は 8 ビットです。 

カラーカラーカラーカラー    レベルレベルレベルレベル    

チャンネルごとに 8 ～ 12 ビットで選択できます (イメージ処理は 8 ビットまたは 12 ビットのデータ

空間で実行、出力は 8 ビットで実行)。 

カラー管理カラー管理カラー管理カラー管理    

一般的な画面用のモニタ プロファイル、複数の ICC 出力プロファイルが用意されています。 

カラーカラーカラーカラー    バランスバランスバランスバランス    

次のさまざまな機能から、カラー バランスを選択できます。弊社が独自に開発したシーン バランス ア

ルゴリズムを実行する [オートバランス] ボタン、[初期設定バランスに戻す] ボタン、手動コントロール

用の各クリック バランス ボタン (黒、グレー、白ポインタ)、CMYK/RGB スライダ 

イメージイメージイメージイメージ    コントロールコントロールコントロールコントロール    

トーン カーブおよびヒストグラム機能を含む、レベルとカーブの調整機能。これは、全色または個別に

赤/緑/青チャンネルで実行できます。 

シャープネス、トリミング、回転、反転 

明るさ、コントラスト、彩度の調整 

出力サイズと倍率の指定 

スキャン解像度スキャン解像度スキャン解像度スキャン解像度    

72 ～ 3600dpi (ドット/インチ)、ユーザーが選択できます。 

画面上のインジケータ画面上のインジケータ画面上のインジケータ画面上のインジケータ    

カラー値 (CMYK または RGB 値)、ファイル サイズ、スキャン領域、スキャン解像度、および拡大縮小

表示の倍率が表示されています。 
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元に戻す操作とカラーのリセット元に戻す操作とカラーのリセット元に戻す操作とカラーのリセット元に戻す操作とカラーのリセット    

 [元に戻す] ボタンでは、直前の操作のみ元に戻すことができます。[リセット] ボタンでは、カラー バラ

ンス、レベルとカーブのリセット操作が可能です。 

スキャンスキャンスキャンスキャン    ファイルの形式ファイルの形式ファイルの形式ファイルの形式    

終的に Photoshop ウィンドウのイメージ ファイル、または直接 TIFF または JPEG ファイルに保存し

ます。 

一括スキャン一括スキャン一括スキャン一括スキャン    

一括して 3 ～ 36 フレームのスキャンを実行できます。 

1 本のストリップフィルムの連続または非連続するフレームをスキャンします。 

スキャンスキャンスキャンスキャン    ファイルのサイズファイルのサイズファイルのサイズファイルのサイズ    

約 50MB (8 ビットのスキャンの場合) 

ヘルプヘルプヘルプヘルプ    

ヘルプ テキストは次の箇所にあります。ソフトウェアのポップヒント、ステータス バー、メッセージ 

PDF 形式の取扱説明書 

電話および Web サイト (アップグレード含む) 経由でのカスタマ サポート 

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア    コントロコントロコントロコントロールの保存ールの保存ールの保存ールの保存    

現在のスキャナ設定を保存し、後のセッションで再使用できます。 

アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード    

スキャナ ソフトウェア、ファームウェア、フィルム項目のアップグレードは、Web サイト

http://www.kodak.com から入手できます (Internet 接続が可能な場合)。 

http://www.kodak.com/
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用語集 

この項では、スキャナに関して使用される用語について、簡単に説明します。次の各用語についての

その他のリファレンス資料については、索引を参照してください。 

アクワイヤ (Acquire) イメージ データをスキャナからイメージ編集アプリケーションに移動します。こ

れは、スキャナ ソフトウェア ウィンドウで [スキャン] をクリックしたときに行われ

ます。イメージがアクワイヤされると、指定済みの設定がこのイメージ データに

適用されます。 

ドライバ (Driver) スキャナに付属するソフトウェアで、これにより、コンピュータからスキャナにア

クセスすることができます。 Macintosh コンピュータ プラットフォームでは、

「Photoshop ドライバ」といい、PC/AT 互換プラットフォームでは「TWAIN ドライ

バ」といいます。 

ファームウェア (Firmware) スキャナ内のソフトウェア コントロール プログラムのことです。 

イメージ プレビュー ウィンドウ (Image preview window) [設定] タブにある、単一の大きなイメージ領

域のことです。 

受光素子 (センサ) (Imager (sensor)スキャナ内部に配置される感光物質で、フィルムを通過して到達

する光を集めます。  

ドライバ ウィンドウ (Driver window) ドライバによって表示されるウィンドウで、次の内容が表示されま

す。サムネイル、プレビュー イメージ、スキャニング処理を操作を可能にするコ

ントロール。 

Photoshop ドライバ (Photoshop driver) お使いの Macintosh コンピュータからスキャナにアクセスする

ことができる、スキャナ ソフトウェア。別のドライバである、「TWAIN ドライバ」は、

PC/AT 互換プラットフォーム上で同じようにアクセスすることができます。 

プラグイン (Plug-in) ドライバ ソフトウェアの別名。 

電源ランプ (Power on Light) スキャナの前面右上にあるランプで、点灯している場合、スキャナが動

作中であることを示します。 

プレスキャン (Prescan) 初のステップとして、本スキャンを行う前にスキャニング パラメータの微調

整を行うために、サムネイルやイメージの拡大バージョンとなるイメージのデー

タ部分を高速スキャンすること。 

プレビュー (Preview) ドライバ ウィンドウに表示されるイメージで、これを使用して、イメージの本スキ

ャン前にスキャニング パラメータの微調整を行います。 

選択されたイメージ (Selected images) サムネイルが赤枠で囲まれてスキャナ ソフトウェアに表示さ

れるイメージ。 

TWAIN 各製造元のコンソーシアムによって開発された文書化された一組の仕様書で

ソフトウェアでインプリメントすることによって、フィルム スキャナなどの周辺機

器からのデータをアプリケーションを終了することなく、イメージ編集ソフトウェ

アなどのソフトウェア アプリケーションに直接取り込むことができます。 

TWAIN ドライバ (TWAIN driver) PC/AT 互換機からスキャナにアクセスすることができるスキャニング 

ソフトウェア。別のドライバである、「Photoshop ドライバ」は、Macintosh コンピュ

ータ プラットフォーム上で同様なアクセスを行います。 
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テクニカル サポート 

スキャナの操作についてご質問がある場合、それぞれ下記を参照してください。 

• スキャンしたイメージまたは製品のパフォーマンスなど、ハードウェアについての問題については、こ

の取扱説明書のトラブルシューティングを参照してください。 

• 理解困難なメッセージがコンピュータの画面に表示された場合、この取扱説明書のメッセージを参照

してください。 

• カーソルをスキャナの各コントロール上に移動したときに、簡単なヒントが表示される場合。これらは、

これらのボタンやコントロールの機能について簡単に説明するヒントです。 

• ソフトウェア ウィンドウの下部に表示される、ステータス バーには、ソフトウェア コントロールの機能に

ついての補足説明が表示されます。 

• 上記以外の情報については、この取扱説明書の目次および索引を参照してください。 

• この取扱説明書にお探しの内容が見つからない場合は、ご質問をお近くの販売店に問い合わせくだ

さい。米国内の 寄りの販売店は、1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325) に問い合わせてください。

カナダの場合は、1-800-465-6325 にお電話してください。 

• 米国内のお客様で、ご質問に対する回答がこの取扱説明書または販売店から得られない場合、

1-800-CD-KODAK (1-800-235-6325)  にお電話してください。 

• カナダのお客様の場合で、ご質問に対する回答がこの取扱説明書または販売店から得られない場

合、1-800-465-6325 にお電話してください。 

• 米国およびカナダ以外のお客様の場合で、ご質問に対する回答がこの取扱説明書または販売店か

ら得られない場合、地域の弊社担当者に連絡してテクニカル サポートを得てください。 

• 詳細な製品情報については、http://www.kodak.comをご覧下さい。 

http://www.kodak.com/
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この取扱説明書の内容は予告なしに変更される場合があります。この取扱説明書の内容に

ついては、主題について出版時以前における弊社の経験と知識に基づいていますが、本書

の内容に関して明示、黙示を問わず保証するものではありません。この取扱説明書の使用に

起因して、直接間接に発生する損失、損害が、弊社の過失やその他の過失によって引き起こ

されたものであっても、弊社は責任を負わないものといたします。 

この取扱説明書には、Kodak またはそのライセンス発行者が所有する情報が含まれており、

これらには、独占所有権があります。弊社の書面による許可なしには、この取扱説明書の複

写、転載を禁じます。この取扱説明書の内容によって、いかなる特許権または他のライセンス

を許諾するものではありません。 

スキャナ ソフトウェアは、独立した JPEG グループの作業の一部に基づいています。 
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