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１．はじめに 

本マニュアルでは、基本的な操作方法のみとなっています。

さらに詳しい操作方法をご覧になりたい場合は、インストールされたマニュアル、ヘルプをご

覧ください。

マニュアルとヘルプは Windows の「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」→ 「やさし

くデジタルファイリング v.7.0」から開くことができます。

（※ 下図は Windows XP での操作画面になります。） 

２．やさしくデジタルファイリングの起動 

デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、Windows の「スタート」ボタンから「すべ

てのプログラム」→「やさしくデジタルファイリング v.7.0 」→「やさしくデジタルファイリ

ング v.7.0 」を選択します。
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３．スキャナの設定 

画像の読み込みに使用するスキャナを設定します。

※ この操作ははじめてスキャナを使用する前に行います。次回以降は必要ありません。

「ファイル」メニューから「スキャナ設定」を選択します。

「スキャナドライバの選択」ダイアログが表示されます。

お使いのスキャナドライバを選択し、「OK」ボタンをクリ

ックしてください。

※ 選択画面に表示されるスキャナドライバの名称はお使

いの環境によって変わります。

お使いのスキャナによってはチェックが付けられないも

のがあります。

※ チェックが付けられない場合は、スキャナメーカーの

取り込みパネルをお使いいただきます。

※ チェックが付けられるスキャナについての情報は、弊社ホームページ やさしくデジタルフ

ァイリング v.7.0 のページより「専用スキャンユーティリティ 5 対応スキャナ」にてご確認

いただけます。また、動作確認済みのスキャナも同ページにてご確認いただけます。

対応スキャナページ：http://pac.mediadrive.jp/support/yf/yf07_scanner.html 

「スキャナメーカーの Twain インターフェースを使用しない」にチェックを付けると、スキャ

ナから画像を読み込む際に専用スキャンパネルが表示されます。
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「スキャナメーカーの Twain インターフェースを使用しない」にチェックが入らない

場合は、スキャナメーカーのスキャンパネルが表示されます。

（※ 下図はサンプルです。お使いのスキャナによって画面が異なります。） 

社製複合機の場合

EPSON 社製スキャナの場合

「拡張モード」ボタンをクリックする

と、さらに細かく設定が行えます。

Canon 

モードによって設定できる項目が

変わります。
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４．画像の読み込み 

４－１．スキャナから読み込む 

① 取り込んだ画像の保存先を選択します。

「デスクトップ」左側の「＋」をクリックします。

表示されるフォルダ一覧から、画像の保存先とするフォルダ

を選択してください。

新しくフォルダを作成して保存する場合は「フォルダの新規作成」を行います。

1. 	 フォルダツリーでデスクトップフォルダを選択し、「ファイル」メニューから「フ

ォルダの新規作成」を選択するか、または、フォルダを選択して右クリックし、

表示されたメニューから「フォルダの新規作成」を選択します。

2. 新しくフォルダが追加されますので、フォルダの名称を入力します。

② 「スキャン」ボタンをクリックします。

③ 表示されたスキャンパネルにて、画像の取り込みを行ってください。


スキャンが終わりましたら、スキャンパネルは閉じてください。
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④ 下図のように、選択したフォルダに画像が読み込まれ、サムネイルが表示されます。


４－２．タイトルの変更 

① データを選択してタイトル名をクリックします。または、データを右クリックし表示メニ

ューから「タイトルの変更」を選択します。

② タイトルの文字入力が可能な状態になりますので、新しい名前を入力します。

枠の外をクリックすると変更が確定します。

４－３．スタック（取り込んだ画像を重ねる） 

複数のデータを選択してメインツールバーの「スタック」ボタンをクリックします。
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または、データを選択して重ね合わせたいデータの上にドラッグします。


カーソルの表示が 変わりましたら、マウスから指を放してください。

左図のように、 初に選択した画像が上になって重ね合わされます。

タイトルの上にスタックタイトル（ 太字） が表示されます（ 変更できます）。 

サムネイルの下にスタックされているページ数が表示されます。ページの切

り替えは左右の矢印「< >」で行います。

４－４．データの移動 

移動したいデータを選択し、そのまま移動先フォルダにドラッグします。
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４－５．デスクトップ登録の追加 

パソコン内に保存されているフォルダ（「Windows 」フォルダを除く） をデスクトップに登録す

る場合は、「表示」メニューから「デスクトップ登録の追加」を選択し、登録するフォルダ指

定します。

デスクトップの直下に登録されたフォルダが追加されます。

☆ リムーバブルメディアの登録 

CD などのリムーバブルメディアを登録する場合は、登録するリムーバブルメディアを外部メ

ディア装置にセットしたのち「デスクトップ登録の追加」を行います。

① フォルダツリーの「リムーバブル」を右クリックして表示メニューから「デスクトップ登

録の追加」を選択します。または、「表示」メニューから「デスクトップ登録の追加」を選

択します

② 「フォルダの参照」ダイアログで CD-ROM ドライブ等を指定して「OK」ボタンをクリック

します。(※ 下図はサンプルです。） 

③ 次のメッセージが表示されますので「はい」ボタンをクリックします。
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☆ ネットワークデスクトップの登録 

ネットワーク上のフォルダを登録するには「ネットワークデスクトップ登録の追加」を行います。

① フォルダツリーの「ネットワーク」を右クリックして表示されたメニューから「ネットワ

ークデスクトップ登録の追加」を選択します。または、「表示」メニューから「ネットワー

クデスクトップ登録の追加」を選択します。

② 「フォルダの参照」ダイアログでネットワーク先の保存フォルダを指定して「OK」ボタン

をクリックします。(※ 下図はサンプルです。） 

③ 次のメッセージが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

（ パスワードの付いたフォルダを登録する場合は、ログイン画面が表示されますのでユー

ザー名とパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしてください。） 

④ 続いて、次のメッセージが表示されますので「はい」ボタンをクリックします。
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４－６．スキャン PDF 機能 

スキャンした画像をそのまま検索用テキスト付き PDF（透明テキスト付き PDF） ファイルに変

換することができます。

「ツール」メニューから「環境設定」を選択し、環境設定パネルの「スキャナからのインポー

ト」タブを開きます。

「PDF に変換する」にチェックを付けると、スキャン作

業が終了した段階で PDF ファイルが作成されます。

※ PDF  変換時に OCR は自動実行されますので「インポ

ート時に自動的に OCR する」の項目は選択できなく

なります。また、文字認識時の OCR プログラムで

e.Typist を利用することはできません。認識言語は日

本語のみとなり、英数記号は全角で出力されます。

画像ファイルと PDF ファイルの両方を作成する場合は「画像もインポート」にチェックを付

けます。スキャンが終了する（スキャンパネルを閉じる）と、下記のように画像ファイルと

PDF ファイルの２つがインポートされます。

画像ファイル PDF ファイル

PDF ファイルのみ作成する場合は「PDF ファイルのみ」にチェックを付けます。スキャンが終

了する（スキャンパネルを閉じる）と、下記のように PDF ファイルのみがインポートされま

す。また、PDF に埋め込む画像サイズと圧縮率を指定することができます。

PDF ファイル
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５．データのバックアップ 

デスクトップごとにバックアップすることができます。また、フォルダツリーの表示

を「フォルダ」に戻してください。

① バックアップするデスクトップを選択し、「ファイル」メニューから「バックアップ」を選

択します。または、デスクトップを右クリックし、表示メニューから「バックアップ」を

選択します。

② バックアップするデスクトップ情報が表示されますので、内容を確認して「バックアップ」

ボタンをクリックします。

③ 下図のダイアログが表示されますので、バックアップ先を選択して「進む」ボタンをクリ

ックします。
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５－１．C D・DVD へのバックアップ 

バックアップ名には、わかりやすい任意の名前

を入力します。

CD サイズは、バックアップを取る CD に合わ

せて選択してください。

ライティングの方法は、利用したい方を選択し

てください。

市販のライティングソフトを利用する場合は、

「参照」ボタンから利用するアプリケーション

を指定します。

※ DVD  へバックアップを行う場合は市

販のライティングソフトが必要とな

ります。

設定が終わりましたら「OK」ボタンをクリックします。

☆ Windows XP の CD ライティング機能を使用する場合 

① 「CD ライティング」ダイアログが表示されます。バックアップ容量を確認して「書き込み

開始」ボタンをクリックします。
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② Windows XP の CD 書き込みウィザードが表示されます。

CD 名を入力して、「次へ」ボタンをクリックしますと書き込みが開始されます。

☆ 市販のライティングソフトを使用する場合 

市販のライティングソフトを使用する場合は、書き込み時に指定したライティングソフトと、

下図のダイアログが表示されます。CD のアイコンをライティングソフトの書き込み画面にド

ラッグ＆ドロップしてください

このアイコンをライティングソフトの書き込み画面にド

ラッグ＆ドロップします。
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５－２．ハードディスクへのバックアップ 


バックアップ先（保存場所）とバックアップ名（ファイル名）を入力し「OK」とします。

バックアップが完了すると、指定した保存場所に２つのファイルが作成されます。

５－３．バックアップファイルを復元する 

① 「ファイル」メニューから「復元」を選択します。または、デスクトップ上でマウスの右

ボタンをクリックし、表示されたメニューから「復元」を選択します。

② 「復元」ダイアログで「参照」ボタンをクリックし、復元先にするフォルダとバックアッ

プファイル（*.yf7b）を指定して「OK」ボタンをクリックします。

あらかじめバックアップの復元用に新しいフォルダを作成しておき、その新しく作成

したフォルダを復元先として指定するのが良いでしょう。

※既にデスクトップ登録されているフォルダを復元先にすることはできません。
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６．リムーバブルデスクトップの作成 

デスクトップのデータをやさしくデジタルファイリング上で管理できるリムーバブル用のデ

ータとして保存することができます。現在登録されているデスクトップやリムーバブルディス

クを他の PC で利用したい場合などにご利用ください。

ネットワークデスクトップのフォルダは対象外となります。CD や DVD にバックアッ

プする際は、書き込み用のドライブと Windows XP の標準機能か他社製ライティング

ソフトが別途必要となります。

リムーバブルデスクトップは下図のようにリムーバブルの下に登録されます。

リムーバブルデスクトップに登録を行うと、パソコンにメディア

を挿入しなくてもファイル内容の確認が行えます。

※ ビューワー画面の表示にはメディアの挿入が必要です。

① リムーバブルデスクトップ CD（DVD） として作成したいデスクトップを右クリックし、「リ

ムーバブルデスクトップ CD/DVD 作成」を選択します。

② リムーバブルデスクトップの作成に必要な容量など出力情報が表示されます。データサイ

ズを確認し「CD/DVD 出力」のボタンをクリックしてください。

※ リムーバブルデスクトップ CD/DVD を作成する場合、メディアを分割することはでき

ません。1 枚のメディアに収まるようにファイルを減らすなど調整が必要となります。
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③ 「CD/DVD 作成」ダイアログが表示されますので、書き込み方法を選択して「OK」ボタン

をクリックします。

市販のライティングソフトを使用する場合は、「ライティングソフトを利用する」を選択し、

「参照」ボタンからライティングソフトの実行ファイル（*.exe） を指定してください。

④ Windows XP のライティング機能を使用する場合は、「CD ライティング」ダイアログが表示

されます。「書き込み開始」ボタンをクリックしてください。

CD 書き込みウィザードが起動しますので。CD 名を入力して、「次へ」ボタンをクリックし

ますと書き込みが開始されます。
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⑤	 市販のライティングソフトを使用する場合は、書き込み時に指定したライティングソフト

と下図の「CD/DVD ライティング」ダイアログが表示されます。CD のアイコンをライティ

ングソフトの書き込み画面にドラッグ＆ドロップしてください。

このアイコンをライティングソフトの書き

込み画面にドラッグ＆ドロップします。

⑥	 CD/DVD への書き込みが終了したら、「完了」ボタンをクリックします。

また、「CD/DVD ライティング」ダイアログを終了する場合は「閉じる」ボタンをクリック

してください。

⑦ 作成された CD/DVD をデスクトップに登録するには、「表示」メニューから「デスクトップ

登録の追加」を選択して登録してください。登録されたデスクトップはフォルダツリーの

リムーバブルの下に作成されます。
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７．PDF ファイルの結合 

登録されている複数の PDF ファイルを１つの PDF ファイルにまとめることができます。

※	 pdfFactory2.24 以降がインストールされている必要があります。

① １ つにまとめたい PDF ファイルをスタックします。

② スタックしたデータを pdfFactory のアイコンにドラッグします。または、データを選択し

て pdfFactory のアイコンをクリックします。

③	 pdfFactory の操作画面が表示されますので、「保存」ボタンをクリックしますと PDF ファイ

ルへ変換します。

※ pdfFactory の操作方法については、pdfFactory に付属のマニュアルをご覧ください。

④ 作成した PDF ファイルにはスタックした２ページ分のデータが含まれています。
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