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はじめに

このたびは、DocuWorks Mobileをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、DocuWorks Mobileを使用するための設定、操作手順、プリント機能、スキャン機能、お
よび使用上の注意事項について説明しています。
本書は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境、iPadの基本的な知識や
操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

Apple、App Store、iPad、iPhone、iTunes、Mac OS、Bonjour、およびSafariは、Apple Inc.の商標です。
IOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。
iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
AdobeおよびAcrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
Microsoft、Excel、PowerPoint、およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国
における登録商標または商標です。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 
DocuShare、DocuWorks、およびWorking Folderは、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

①  本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください｡
②  本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります｡
③  本書に､ご不明な点､誤り､記載もれ､乱丁､落丁などがありましたら弊社までご連絡ください｡
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本書の使い方

本書はDocuWorks Mobileの概要、設定、操作方法について記述しています。

本書の構成

お使いになる前に
DocuWorks Mobileのインストール、アンインストール方法やお使いになる前に知って欲しいこと
について説明しています。

基本操作
DocuWorks Mobileの基本操作について説明しています。

各種設定
DocuWorks Mobileの各種設定について説明しています。

プリント機能
富士ゼロックス社製の複合機にプリントするための設定や操作手順について説明しています。

スキャン機能
ドキュメントを富士ゼロックス社製の複合機でスキャンして、ダイレクトにiPadに取り込むための
設定や操作手順について説明しています。

サーバー連携
DocuShareサーバー、またはWebDAVサーバーと連携するための設定や操作手順について説明し
ています。

クラウド連携
Working Folderと連携するための設定や操作手順について説明しています。

Appendix
DocuWorks Mobileの注意制限事項、設定/データのバックアップ、エラーメッセージについて説
明しています。
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本書の表記
本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

本文中では、次の表記を使用しています。

本文中では、Apple社が販売しているタブレット型コンピューターをiPadと記載しています。
本文中では、Microsoft® Windows® Operating SystemをWindowsと記載しています。
本文中では、DocuWorks Viewer Light（iOS版）をDocuWorks Viewer Lightと略しています。
DocuWorks文書、DocuWorksバインダー、DocuWorks入れ物を合わせてDocuWorksファイル
と記載しています。
本文中では、入力文字数を［バイト］で表しています。文字種により、1文字は1～数バイトに換
算されます。

注記 注意事項を記載しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記載しています。

参照 参照先を記載しています。

「　　」 フォルダー、ファイルなどの名称や入力文字などです。
また、本書内にある参照先です。

［　　］ 本アプリケーションの設定メニュー、設定項目、ボタンなどの名称です。
→ 設定メニューの選択順序です。［AAA］→［BBB］のように記載しています。
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1 お使いになる前に

1.1 DocuWorks Mobileの動作環境

1.1.1 動作環境
本アプリケーションが動作するモバイル端末の条件は次のとおりです。

注記 ･ 最新の対応モバイル端末やOSについては、弊社公式サイトをご覧ください。

モバイル端末
 iPad2、iPad（3Gen/4Gen）、iPad Air、iPad Air2、9.7インチiPad Pro、iPad mini、iPad mini2、
iPad mini3、iPad mini4

OS
 OS 8.1、iOS 8.2、iOS 8.3、iOS 8.4
 iOS 9.0、iOS 9.1、iOS 9.2、iOS 9.3
 iOS 10

ストレージの空き容量
 1GB以上
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1.1.2 サポートするファイルフォーマット
本アプリケーションがサポートするファイルフォーマットの操作可能な機能、および複合機へのプ
リントの可否は次のとおりです。
○：操作またはプリントできます。
△：一部の操作またはプリントできます。
×：操作またはプリントできません。

*1 ファイル操作とは、主にファンクション表示部に表示される［削除］、［移動/コピー］、［名前の変更］、［メール送
信］、［開く］の操作を表します。詳細は、「1.7.1 ドキュメント一覧画面について」（P.16）を参照してください。

*2 ページ操作とは、主にページ一覧表示における入れ替え、並び替え、削除、回転の操作を表します。
詳細は、「2.2 ビュワー画面の操作」（P.47）を参照してください。

*3 プリント機能の詳細は、「4 プリント機能」（P.103）を参照してください。
*4 PDFファイルのサポートバージョン、制限事項については、後述の「1.1.3 サポート対象のPDFについて」（P.11）

を参照してください。
*5 表示可能なDocuWorks文書、DocuWorksバインダーのバージョンは、DocuWorks Ver4.x～8.xです。また、

本アプリケーションがサポートする弊社製の複合機で生成されたDocuWorks文書も表示可能です。
*6 ・次のPDFファイルやDocuWorks文書は、［ばらす］、［束ねる］、［入れ替え］、［並び替え］、［削除］、［回転］が

行えません。
　・［パスワードによるセキュリティ］を行ったPDFファイル
　・［セキュリティの設定］を行ったDocuWorks文書
　・署名が付与されたDocuWorks文書
　・DocuWorksバインダー
・DocuWorks文書でアノテーションが付いているページは［回転］が行えません。
・1ページのサイズが1MBを超えるPDFは［ばらす］、［束ねる］が行えません。

*7 DocuWorks入れ物の内容物は編集できません。DocuWorks入れ物の表紙ページのみ編集できます。
*8 1ページの画像のみサポートします。
*9 白黒の画像のみサポートします。また、大きな画像サイズや、高解像度のイメージには対応していません。白黒

のA4サイズであれば300dpi、白黒のA3サイズであれば200dpiの解像度までプレビュー表示が可能です。
*10Working Folderの場合、サムネール表示ではアイコンで表示されます。

ファイルフォーマット 拡張子
操作可能な機能

プレ
ビュー

ファイル
操作*1

ページ
操作*2 編集 プリント*3

PDFファイル*4 .pdf ○ ○   △*6 ○ ○
DocuWorks文書 .xdw   ○*5 ○   △*6 ○ ○

DocuWorksバインダー .xbd   ○ *5 ○ × ○ ○
DocuWorks入れ物 .xct ○ ○ ×    ○*7 ×

画像ファイル（JPEG）*8 .jpeg/.jpg ○ ○ × × ○
画像ファイル（PNG）*8 .png    ○*10 ○ × × ○
画像ファイル（TIFF）*8*9 .tiff/.tif    ○*10 ○ × × ○
動画ファイル（MP4） .mp4    ○*10 ○ - × ×
動画ファイル（MOV） .mov    ○*10 ○ - × ×

Microsoft Office Word*11 .doc/.docx     ○*12 ○ × × ×
Microsoft Office Excel®*11 .xls/.xlsx     ○*12 ○ × × ×

Microsoft Office 
PowerPoint®*11 .ppt/.pptx    ○*12 ○ × × ×

その他のファイル -    ×*13 ○ × × ×
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*11Windows版はバージョン2003/2007/2010/2013に対応しています。また、Mac OS版はバージョン2011に
対応しています。

*12 iPadのプレビュー機能による表示です。
*13ファイルによっては、iPadのプレビュー機能により表示できるものがあります。

参照 ･ その他、ファイルの注意/制限事項については、「8.1 注意/制限事項について」（P.155）も参照し
てください。

1.1.3 サポート対象のPDFについて
Adobe® Acrobat®の標準（デフォルト）設定で作成されたVer.1.3～1.7のPDF
ただし、次の注意、および制限事項があります。
 Adobe Acrobatを利用して編集したPDFのしおりとリンク、本アプリケーション外で編集して
付加された情報（レビューと注釈、フォーム、マルチメディアなど）は表示できません。

「文書を開くパスワード」、および「権限パスワード」が設定されたPDFは編集できません。
「権限パスワード」によって権限が設定されたPDFは、「印刷を許可しない」以外の権限を制御で
きません。

「文書を開くパスワード」または「権限パスワード」によって「印刷を許可しない」が設定され
たPDFはプリントできません。

弊社製の複合機が生成したPDF
次の読み取りサイズを指定して複合機で読み取ったPDFファイルをサポートします。
A3、A4、A5、A6、B4、B5、Letter、Folio、Legal、Ledger
ただし、次の注意、および制限事項があります。
 弊社製の複合機が生成したPDFに編集（ハイライト、下線、取り消し線）を行う場合、原稿をス
キャンする際にOCRの設定を行う必要があります。OCRを行う際の言語設定は、日本語または
英語です。

 署名の検証はできません。

弊社製DocuShareが生成したPDF
弊社製DocuWorks（DocuWorks PDF Creator Ver.1.0または1.1）が生成したPDF
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1.2 インストール
iPadからiTunes Storeに接続して、本アプリケーションをインストールしてください。

注記 ･ 本アプリケーションがすでに iPad にインストールされている場合、同じバージョンのアプリケー
ションを上書きしてインストールすることはできません。再インストールが必要な場合は、アンイ
ンストールしてから再度インストールしてください。

補足 ･ Apple社の「Volume Purchase Program（VPP）」への登録が必要です。
インストールする前に、VPPの管理者からライセンス（Code Redemption Link）を取得しておい
てください。

 1. 管理者から配布されたCode Redemption Linkに接続します。
メールで配布された場合

1. メールアプリケーションを起動します。
2. インストール用のCode Redemption Linkが記載されたメールを開きます。
3. リンクをタップします。

Code Redemption Linkを手入力する場合
1. Safariを起動します。
2. アドレス入力欄に、インストール用のCode Redemption Linkを入力します。
3. ［開く］をタップします。

iTunes Storeのログイン画面が表示されます。

 2. Apple IDのパスワードを入力し、［OK］をタップします。
注記 ･ VPPアカウントのパスワードではなく、iPadを利用している方のApple IDパスワードを

入力してください。
中央部に［ギフトカードのコードをカメラで読み取ってください］が記載されている画面が表
示されます。

 3. 左下にコードが入力されているのを確認し、［コードを使う］をタップします。
画面中央に［コードの引き換えに成功しました。］が表示され、アプリケーションのダウンロー
ドが開始されます。

 4. ダウンロードが完了したことを確認し、［完了］をタップして画面を閉じます。
［DW Mobile］のアプリケーションアイコンが作成されていることを確認します。
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1.3 アップデート
新しいバージョンのアプリケーションは、iPadからApp Storeに接続してアップデートします。

注記 ･ 本アプリケーションとモバイル統合アプリケーションは別のアプリケーションになります。モバイ
ル統合アプリケーションから本アプリケーションへのアップデートはできません。

 1. ［App Store］をタップします。

 2. ［アップデート］をタップします。

 3. アップデートするアプリケーションの右側にある［アップデート］をタップします。

 4. アプリケーションがアップデートされていて、起動できることを確認します。

1.4 アンインストール

注記 ･ アンインストールすると、本アプリケーションに格納されているファイルはすべて削除されます。
アンインストールする前に、ファイルをバックアップしてください。バックアップする方法につい
ては、「8.2 設定/データのバックアップ」（P.158）を参照してください。

 1. アイコン左上に［×］が表示されるまで、アプリケーションアイコンを長押しします。

 2. ［×］をタップします。

 3. 確認ダイアログで［削除］をタップし、アプリケーションがアンインストールされた
ことを確認します。
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1.5 DocuWorks Mobileの起動
 1. をタップします。

ドキュメント一覧画面が表示され、ユーザースペース内のドキュメントが表示されます。

参照 ･ 本アプリケーションの認証機能を利用している場合は、起動直後に［パスコード認証］ダ
イアログが表示されます。パスコードを入力すると、ドキュメント一覧画面が表示されま
す。詳細は、「1.6 認証機能について」（P.15）を参照してください。
･ ドキュメント一覧画面については、「1.7.1 ドキュメント一覧画面について」（P.16）を参
照してください。
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1.6 認証機能について
本アプリケーションで提供される認証機能について説明します。

1.6.1 アプリケーション使用時の認証
本アプリケーションでは、アプリケーションを使用する際に「PIN」による認証機能が利用できます。
［設定］ボタン →［共通］→［セキュリティー］→［ロック方式］で［PIN］を設定したときに
利用できます。

参照 ･ 設定方法については、「3.2 共通」（P.92）を参照してください。

アプリケーション認証設定時のログインの操作手順について説明します。

 1. をタップします。

 2. 設定したパスコードを入力します。

認証が成功すると、ドキュメント一覧画面が表示されます。

注記 ･ 3回連続で入力を失敗した場合、パスコード認証画面がロックされます。
ロックされた場合は、「パスコード認証画面がロックされた場合について」（P.158）を参
照してください。
･ 認証機能により、アプリケーション内のデータを保護することはできません。パスコード
を設定していても、iTunesなどによりアプリケーション内のデータを取得することができ
ます。

補足 ･［ロック方式］で［PIN］が選択されていても、パスコードが未設定の場合は、アプリケー
ション起動時にパスコードの設定を求めるダイアログが表示されます。その場合は、パス
コードを登録してください。
･ 本アプリケーションを非アクティブからアクティブに切り替えるときに、パスコードの入
力が必要になります。
例えば、次の場合にパスコード認証画面が表示されます。
- ホームボタンを素早く2回押したとき
- アプリケーションを切り替えたとき
- 通知センターが表示されたとき
- コントロールセンターが表示されたとき
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1.7 基本画面について
基本画面は、「ドキュメント一覧画面」と「ビュワー画面」の2つから構成されています。
その2つの画面および特徴について説明します。
このマニュアルでは、iPadを縦向きにした画面で説明します。

1.7.1 ドキュメント一覧画面について
ドキュメント一覧画面は、次の表示部から構成されています。

（1）ナビゲーション表示部
現在、選択されているスペース名が表示されます。フォルダーをタップすることにより、フォル
ダー名が表示されます。
ナビゲーション表示部の中央をタップすることにより、プロパティの内容が表示されます。
ナビゲーション表示部の右側にある［設定］ボタン をタップすると、各設定を行うことができ
ます。また、［転送一覧］ボタン をタップすると、Webスペースからダウンロードしたファイル
の履歴を閲覧、または削除することができます。

参照 ･ 各設定については、「3 各種設定」（P.91）を参照してください。
･ ダウンロードしたファイルの履歴の閲覧については、「ダウンロード一覧の表示」（P.84）を参照し
てください。
･ ダウンロードしたファイルの履歴の削除については、「ダウンロードしたファイルの履歴の削除」
（P.85）を参照してください。

（3）

（2）

（1）

（4）

（5）
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（2）スペース表示部
ドキュメントの格納先であるスペースや、検索用のスペースが表示されます。
スペースには、ユーザースペース/検索スペース/ローカルスペース/写真スペース/Webスペース
/サーバースペース/クラウドスペース/同期スペース/あんしんドロワースペースがあります。デ
フォルトでは、ユーザースペースと検索スペースが表示されます。

補足 ･ ユーザースペースは、常にスペース表示部の最上段に表示されます。

参照 ･ 詳細は「2.3 スペースの操作」（P.72）を参照してください。

（3）ドキュメント表示部
本アプリケーションに格納されたドキュメントが表示されます。
デフォルトは、サムネール表示です。サブファンクション表示部で、リスト表示に切り替えること
ができます。

（4）サブファンクション表示部
サブファンクション表示部で操作できる機能は次のとおりです。

（i）表示順序の切り替え
ドキュメント表示部のドキュメントの表示順序を切り替えます。

（ii）更新ボタン
更新ボタンをタップすることにより、ドキュメント表示部の内容が更新されます。

（iii）ログアウトボタン
サーバー接続時に表示されるボタンです。ログアウトするときにタップします。

（iv）キャビネット切り替えボタン
Working Folder連携時に表示されるボタンです。キャビネットを切り替えるときにタップします。
複数キャビネットが使用できる場合にキャビネット切替ボタンが表示されます。

（v）表示形式の切り替え
ドキュメントをリストで表示するかサムネールで表示するかを切り替えます。
サムネール表示の場合、各ドキュメントの先頭ページが表示されます。
リスト表示の場合、ファイル名、ファイルサイズ、ページ数、ドキュメントの更新日時が表示され
ます。

（i） （ii） （iii） （iv） （v）
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補足 ･ サムネール表示の場合：
- サムネール表示できるファイルは、PDFファイル、DocuWorksファイル、画像ファイル（JPEG/
PNG/TIFF）、動画ファイル（MP4/MOV）です。

- サポートしていないファイルの場合は、アイコンで表示されます。
- 一度も開いていないドキュメントには、［NEW］アイコンが表示されます。
- ファイルサイズが大きいなどの理由により閲覧できない画像ファイル（TIFF）は、サムネールも
表示されません。

･ リスト表示の場合：
- サポートしていないファイルおよび「文書を開くパスワード」が設定されたPDFは、ページ数が
表示されません。

- フォルダー名の後ろには、格納されているファイル数が表示されます。
- ドキュメントのドラッグ＆ドロップによる操作はできません。［操作］ボタンをタップしてから、
操作してください。

（5）ファンクション表示部
現在、利用できる機能が表示されます。［操作］ボタンをタップすると、次のメニューが表示され
ます。

メニュー 内容 参照
削除 ドキュメントおよびフォルダーを削除します。 P.31

移動/コピー ドキュメントおよびフォルダーを、他のスペースへ移動またはコピーし
ます。 P.32

名前の変更 ドキュメント名およびフォルダー名を変更します。 P.35
新規作成 フォルダーを新規に作成します。 P.36
メール送信 ドキュメントをメールで送ります。 P.39
プリント ドキュメントをプリントします。 P.103
ばらす ドキュメントをばらします。 P.40
束ねる 複数のドキュメントを束ねます。 P.42
開く ドキュメントを他のアプリケーションで開きます。 P.36
変換 画像ファイルをPDFファイルやDocuWorks文書に変換します。 P.43
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補足 ･［ばらす］、［束ねる］、［開く］、［変換］、および［同期］のボタンは、ファンクション表示部を左に
フリックすることで表示されます。
･ ファンクション表示部のボタンの位置は、ドラッグ＆ドロップにより移動することができます。
･ 各メニューを終了するときは、［完了］ボタンをタップしてください。

1.7.2 ビュワー画面について
ドキュメント一覧画面でドキュメントをタップすると、ビュワー画面に切り替えることができま
す。デフォルトは、全画面表示です。

補足 ･ デフォルトをプレビュー表示にすることもできます。詳細は、「プレビュー時に全画面表示」（P.96）
を参照してください。

同期
同期スペースに設定したWorking Folderのフォルダー内のドキュメン
トをチェックし、前回の同期以降に更新されたドキュメントを同期して
最新の状態にします。

P.86

メニュー 内容 参照
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タップすると、スペース表示部やファンクション表示部が表示されます。ビュワー画面の構成は次
のとおりです。

（1）ナビゲーション表示部
現在、表示されているドキュメント名が表示されます。ドキュメント名をタップすることにより、
プロパティの内容が表示されます。

（2）スペース表示部
ドキュメントの格納先であるスペースや、検索用のスペースが表示されます。
スペースには、ユーザースペース/検索スペース/ローカルスペース/写真スペース/Webスペース
/サーバースペース/クラウドスペース/同期スペース/あんしんドロワースペースがあります。デ
フォルトでは、ユーザースペースと検索スペースが表示されます。

補足 ･ ユーザースペースは、常にスペース表示部の最上段に表示されます。

参照 ･ 詳細は「2.3 スペースの操作」（P.72）を参照してください。

（3）ドキュメント表示部
補足 ･ デフォルトをプレビュー表示にすることもできます。詳細は、「プレビュー時に全画面表示」（P.96）

を参照してください。
選択したドキュメントのページが表示されます。

（3）

（2）

（1）

（4）

（5）
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サブファンクション表示部で、ページサムネール表示やプレビュー表示に切り替えることができま
す。スライダーバーのインジケーターを移動することでページの切り替えが行えます。

（4）サブファンクション表示部
表示順序や表示方法の切り替えを行います。

補足 ･ 表示方法の切り替えができるのは、PDFファイル、DocuWorksファイル、画像ファイル（JPEG/
PNG/TIFF）、動画ファイル（MP4/MOV）です。

（i）ページサムネール表示
ドキュメントのページ一覧がサムネールで表示されます。

補足 ･ ドキュメントをダブルタップしても、ページサムネール表示になります。

（ii）プレビュー表示
ドキュメントをプレビューで表示します。

（iii）全画面表示
ドキュメントを全画面で表示します。

補足 ･ タップすると、スペース表示部やファンクション表示部が表示されます。

（5）ファンクション表示部
現在、利用できる機能が表示されます。ビュワー画面では、［プリント］と［操作］、［編集］ボタ
ンがあります。［操作］または［編集］ボタンをタップすると、次のメニューが表示されます。

補足 ･ 各メニューを終了するときは、［完了］ボタンをタップして終了してください。

［操作］ボタン

メニュー 内容 参照
削除 ドキュメントのページを削除します。 P.50
回転 ドキュメントのページを回転します。 P.53

入れ替え ドキュメントのページの順序を入れ替えます。
ページサムネール表示のときに利用できます。 P.48

インジケーター

（i） （ii） （iii）
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［編集］ボタン（PDFファイルの場合）

［編集］ボタン（DocuWorks文書の場合）

メニュー 内容 参照

てのひら 画面をスクロールさせたり、次のページへ移動したりで
きます。 －

マーカー 半透明色の線を描画します。 P.55

フリーハンド 線を描画します。 P.55

下線 PDFのテキスト部分に下線を描画します。 P.56

取り消し線 PDFのテキスト部分に取り消し線を描画します。 P.56

ハイライト PDFのテキスト部分をハイライトします。 P.56

メニュー 内容 参照

てのひら 画面をスクロールさせたり、次のページへ移動したりで
きます。 －

アノテーションの複数選択
アノテーションを複数選択することができます。選択し
たアノテーションを移動したり、削除したりすることが
できます。

P.70

マーカー 線を描画します。 P.66

テキスト付箋 テキスト付箋を表示します。 P.67

登録アノテーション 登録したアノテーションを表示します。 P.69

アノテーションの登録 アノテーションを登録します。 P.71
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DocuWorksビュワー画面について
DocuWorksファイルをタップすると、次のビュワー画面が表示されます。
DocuWorksファイル以外で表示されるビュワー画面での操作に加えて、次の操作を行うことがで
きます。

参照 ･ 各操作方法の詳細は「2.2.9 DocuWorksビュワー画面の操作」（P.61）を参照してください。

（1）ナビゲーション表示部
内部文書リストや付箋リストの表示、文字列検索を行います。

（i）内容物一覧（DocuWorks入れ物のみ表示）
DocuWorks入れ物内のすべての内部文書がリストで表示されます。文書名を選択して［開く］ボ
タンをタップすると、文書の 1 ページ目を表示できます。また、［保存］ボタンをタップすると、
DocuWorks入れ物内の文書を保存することもできます。

補足 ･ DocuWorks入れ物内のDocuWorks入れ物を表示することはできません。
･ サーバースペースやクラウドスペースに格納されている、DocuWorks入れ物内の文書を
保存することはできません。

（ii）内部文書リスト（DocuWorksバインダーのみ表示）
DocuWorks バインダー内のすべての内部文書がリストで表示されます。文書名をタップすると、
文書の1ページ目を表示できます。

（iii）付箋リスト
DocuWorks 文書、DocuWorks バインダーの付箋をリストで表示します。付箋リストはページ順
で表示されます。また、付箋リストをタップすることで、付箋の貼られたページに移動することも
できます。

（1）

（2）

（i） （ii） （iii） （iv）
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（iv）文字列検索
DocuWorks文書、DocuWorksバインダーの文字列を検索することができます。
大文字/小文字、全角/半角、ひらがな/カタカナは、区別されません。

（2）サブファンクション表示部
見開き、縦横書きの表示方法の切り替えやアノテーションの表示/非表示の切り替えを行います。

（i）見開き表示（DocuWorks文書、DocuWorksバインダーのみ表示）
見開きで表示することができます。iPadを横向きで使用する場合に使用できます。

（ii）縦横書き表示（DocuWorks文書、DocuWorksバインダーのみ表示）
横書き、または縦書きの指定に合わせて、ページめくりの方向を変更します。

（iii）アノテーション表示
アノテーションの表示、非表示を切り替えます。

1.7.3 表示されるアイコン

No. アイコン ファイルの種類 拡張子

1 PDFファイル .pdf

2 PDFファイル（パスワード付き） .pdf

3 DocuWorks文書 .xdw

4 DocuWorks文書（パスワード付き） .xdw

5 DocuWorksバインダー .xbd

6 DocuWorksバインダー（パスワード付き） .xbd

7 DocuWorks入れ物 .xct

8 DocuWorks入れ物（パスワード付き） .xct

9 画像ファイル（JPEG） .jpeg/.jpg

10 画像ファイル（PNG） .png

（i） （ii） （iii）
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*アイコンは表示されますが、サポート対象外です。

11 画像ファイル（TIFF） .tiff/.tif

12 動画ファイル（MP4） .mp4

13 動画ファイル（MOV） .mov

14 動画ファイル（3GP）* .3gp

15 Microsoft Office Word .doc/.docx

16 Microsoft Office Excel .xls/.xlsx

17 Microsoft Office PowerPoint .ppt/.pptx

18 RTFファイル* .rtf

19 Textファイル* .txt

20 Bitmapファイル* .bmp

21 1～20以外のファイル -

No. アイコン ファイルの種類 拡張子
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86

2 基本操作

各画面で行えるドキュメントの操作について説明します。

2.1 ドキュメント一覧画面の操作

2.1.1 表示
本アプリケーションでは、様々なドキュメントを表示できます。

PDFファイルやDocuWorks文書の表示
補足 ･ 文書を開くパスワードが設定されたPDFファイルやDocuWorksファイルは、タップ時にパスワー

ド入力が求められます。パスワードが一致した場合にドキュメントの内容を表示できます。
･ DocuWorksバインダーやDocuWorks入れ物も表示できます。

 1. PDFファイル、またはDocuWorks文書が格納されているスペースをタップします。
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 2. PDFファイル、またはDocuWorks文書をタップします。

PDFファイル、またはDocuWorks文書の1ページ目が表示されます。

画像ファイルの表示
iPadのカメラロール内の画像ファイルは、写真スペースから表示できます。

補足 ･ 写真スペースを利用するには、iPadで［設定］→［プライバシー］→［写真］の［DW Mobile］の
設定をオンにする必要があります。

参照 ･ 写真スペースの作成方法については、「写真スペースの追加」（P.74）を参照してください。
･ サポートするファイルフォーマットについては、「1.1.2 サポートするファイルフォーマット」
（P.10）を参照してください。

 1. 写真スペースをタップします。

 2. 画像ファイルをタップします。
画像ファイルのプレビューが表示されます。
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Microsoft Office文書の表示
参照 ･ サポートするファイルフォーマットについては、「1.1.2 サポートするファイルフォーマット」

（P.10）を参照してください。

 1. Microsoft Office文書（以降は「Office文書」と略す）が格納されているフォルダー
をタップします。

 2. Office文書をタップします。

プレビューが起動し、Office文書が表示されます。

補足 ･ iPadのプレビュー機能で表示できるその他のファイルも、Office文書と同様に表示できま
す。
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2.1.2 再生
動画ファイルを再生できます。

参照 ･ サポートするファイルフォーマットについては、「1.1.2 サポートするファイルフォーマット」
（P.10）を参照してください。

 1. 再生する動画ファイルが格納されているスペースをタップします。
補足 ･ サムネールには、動画の開始スナップショットが表示されます。

･ サムネールには、再生時間が表示されます。

 2. 動画ファイルをタップします。

動画が再生されます。
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2.1.3 削除
ドキュメント表示部に表示されたドキュメントやフォルダーを削除します。
削除方法は、［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロップによる操作で行う方法があります。

注記 ･ 削除したドキュメントやフォルダーは復元できません。

補足 ･ Working Folderクラウドスペース内のドキュメントも削除することができます。ただし、
DocuShareサーバーやWebDAVサーバー内のドキュメントを削除することはできません。
･ 写真スペース内の画像ファイルは、削除できません。

［操作］ボタンから行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. 削除するドキュメントやフォルダーをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

補足 ･ 複数のドキュメントおよびフォルダーを選択できます。
･［すべて選択］をタップすると、すべてのドキュメントおよびフォルダーを選択できます。
･ ドキュメント表示部のドキュメントやフォルダーを選択すると、スペース表示部は選択で
きません。

 3. ［削除］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで、［OK］ボタンをタップします。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で、削除するドキュメントやフォルダーを長押しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［削除］ボタンにドラッグ&ドロップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。

2.1.4 移動/コピー
ドキュメント表示部に表示されたドキュメントやフォルダーを、移動またはコピーします。
移動またはコピー方法は、［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロップによる操作で行う方
法があります。

補足 ･ 写真スペース内の動画ファイルや画像ファイルは、他のスペースへの移動ができません。
･ 他のスペースから写真スペースへドキュメントやフォルダーをコピー、または移動することはでき
ません。ただし、画像ファイルや動画ファイルはコピーできます。
･ 写真スペースから画像ファイルをコピーするときに、PDFファイルやDocuWorks文書にファイル
フォーマットを変換することができます。詳細は、「写真スペースにある画像ファイル」（P.44）を
参照してください。

［操作］ボタンから行う場合
補足 ･［操作］ボタンから行う場合、追加したスペースにのみ移動またはコピーできます。

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。
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 2. 移動、またはコピーするドキュメントやフォルダーをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

補足 ･ ドキュメント表示部のドキュメントやフォルダーを選択すると、スペース表示部は選択で
きません。

 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。
ポップオーバービューが表示されます。

 4. 移動、またはコピーする場所を指定します。
補足 ･ 同じ場所へドキュメントやフォルダーを移動できません。

･ コピー先や移動先に拡張子を含めて同じファイル名のファイルが存在する場合、上書き保
存、または名前を付けて保存を行ってください。
･ ファイル名が255バイトを超える場合は保存できません。
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 5. ［移動］または［コピー］をタップします。
補足 ･ カッコ内には、操作手順2で選択したドキュメントやフォルダー数が表示されます。

･ コピー先や移動先に同じフォルダー名が存在する場合、名前を付けて保存を行ってくださ
い。

ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で移動、またはコピーするドキュメントやフォルダーを長押し
します。

 2. 移動先のスペースまたはフォルダーにドラッグ&ドロップします。

 3. ［移動］または［コピー］をタップします。

補足 ･ カッコ内には、ドラッグしたドキュメントやフォルダー数が表示されます。
･ 移動またはコピーをキャンセルする場合は、ポップオーバービュー以外の任意の場所を
タップします。
･ コピー先や移動先に同じフォルダー名が存在する場合、名前を付けて保存を行ってくださ
い。
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2.1.5 名前の変更
ドキュメントやフォルダーの名前を変更できます。

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. 名前を変更するドキュメントまたはフォルダーをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［名前の変更］ボタンをタップします。
新しい名前を入力するダイアログボックスが表示されます。

 4. 名前を入力し、［OK］ボタンをタップします。

補足 ･ すでに存在する名前には変更できません。
･ 拡張子は変更できません。
･ 大文字/小文字は区別されます。
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2.1.6 フォルダーの作成
ユーザースペースやローカルスペースにフォルダーを作成できます。

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. ［新規作成］ボタンをタップします。
新しい名前を入力するダイアログボックスが表示されます。

 3. 名前を入力し、［OK］ボタンをタップします。
補足 ･ 大文字/小文字は区別されます。

2.1.7 他のアプリケーションで開く
iPadにインストールされている他のアプリケーションで、ファイルを開くことができます。
［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロップによる操作で行う方法があります。

補足 ･ 編集および保存機能を持つアプリケーションがインストールされている場合は、そのアプリケー
ションを指定して編集および保存を行うことができます。

ここでは、DocuWorks Viewer Lightでドキュメントを表示する操作手順を説明します。

［操作］ボタンから行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. DocuWorks Viewer Lightで表示するドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。
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 3. ［開く］ボタンをタップします。

 4. ［DocuWorksで開く］をタップします。
DocuWorks Viewer Lightが起動し、ドキュメントが表示されます。

補足 ･ DocuWorksファイルを表示できるアプリケーションが複数ある場合、アプリケーション
を選択するポップオーバービューが表示されます。
･ DocuWorks Viewer Lightが起動しない場合は、ポップオーバービューから［DocuWorks
で開く］をタップしてください。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で、DocuWorks Viewer Lightで表示するドキュメントを長押
しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［開く］ボタンにドラッグ&ドロップします。

 3. ［DocuWorksで開く］をタップします。
DocuWorks Viewer Lightが起動し、ドキュメントが表示されます。

補足 ･ DocuWorksファイルを表示できるアプリケーションが複数ある場合、アプリケーション
を選択するポップオーバービューが表示されます。
･ DocuWorks Viewer Lightが起動しない場合は、ポップオーバービューから［DocuWorks
で開く］をタップしてください。



2  基本操作

39

2.1.8 メールで送る
ドキュメント表示部に表示されたドキュメントをメールに添付して送付できます。
メールで送付する方法は、［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロップによる操作で行う方
法があります。

補足 ･ iPadでメールアカウントの設定が完了している場合に使用できます。
･ 添付ファイルの容量が［設定］ボタン →［共通］→［メール送信］で設定した容量を超えた場
合、メールアプリケーションが起動せず、エラーメッセージが表示されます。

［操作］ボタンから行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. メールに添付するドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

補足 ･ 複数のドキュメントを選択できます。
･［すべて選択］をタップすると、すべてのドキュメントおよびフォルダーを選択できます。
ただし、フォルダーはメールに添付できないので、選択を外してください。

 3. ［メール送信］ボタンをタップします。
メールアプリケーションが起動し、ドキュメントが添付されていることが確認できます。

 4. 必要な項目を入力し、［送信］ボタンをタップします。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. ドキュメント一覧画面でメールに添付するドキュメントを長押しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［メール送信］ボタンにドラッグ&ドロップします。

メールアプリケーションが起動し、ドキュメントが添付されていることが確認できます。 

 3. 必要な項目を入力し、［送信］ボタンをタップします。

2.1.9 ばらす
複数ページのドキュメントを1ページずつにばらすことができます。

補足 ･ ばらすことができるファイルフォーマットは次のとおりです。
- PDFファイル
- DocuWorks文書

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。
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 2. ばらすドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［ばらす］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで、［OK］ボタンをタップします。
ドキュメントの全ページが、1ページずつばらされて、サムネールで表示されます。

補足 ･ リスト表示でもばらすことができます。
･ オリジナルのドキュメントは束ねられた状態のまま残ります。ただし、［設定］ボタン

→［共通］→［元の文書を削除］をオンに設定している場合、削除されます。
･ ばらしたあとの各ページのファイル名は、自動的に「（選択したドキュメントファイル名）」
＋「_XXXX」（XXXはページ数）＋「（拡張子）」です。
･ 選択したファイル名が長い場合など、自動的につけられるファイル名が255バイトを超え
る場合はばらせません。
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2.1.10 束ねる
複数のドキュメントを1つのドキュメントに束ねることができます。

補足 ･ 束ねることができるファイルフォーマットは次のとおりです。
- PDFファイル
- DocuWorks文書

･ PDFファイルとDocuWorks文書など、ファイルフォーマットが違うファイルは束ねることができ
ません。
･ 署名付きのPDFファイルと通常のPDFファイルは、束ねることができます。

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. 束ねるドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［束ねる］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで［OK］ボタンをタップします。
ドキュメントが束ねられます。

補足 ･ リスト表示でも束ねることができます。
･ 選択した順序でドキュメントが束ねられます。
･ オリジナルのドキュメントは束ねられない状態のまま残ります。ただし、［設定］ボタン

→［共通］→［元の文書を削除］をオンに設定している場合、削除されます。
･ ドキュメントを長押ししてから他のドキュメントの上にドラッグ&ドロップしても、束ね
ることができます。
･［設定］ボタン →［共通］→［元の文書を削除］をオンに設定している場合、束ねたド
キュメントのファイル名は、最初に選択したドキュメントのファイル名になります。
オフに設定している場合、束ねたドキュメントのファイル名は、自動的に「（最初に選択
したドキュメントファイル名）」＋「-2」＋「（拡張子）」になります。
ただし、すでに同じファイル名がある場合、「-2」は他の数字に置き換わります。
･ 最初に選択したドキュメントのファイル名が長い場合など、自動的につけられるファイル
名が255バイトを超える場合は束ねられません。
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2.1.11 画像ファイルのファイルフォーマット変換
画像ファイルをPDFファイルやDocuWorks文書に変換することができます。

補足 ･ ファイルフォーマットが変換できるのはJPEGファイル、またはPNGファイルです。
･ ファイルフォーマットの変換を行っても、オリジナルの画像ファイルは残ります。
･「ファイル変換後のページサイズ」を設定して、PDF に変換した場合、そのページサイズに変換さ
れます。「ファイル変換後のページサイズ」の詳細は、「ファイル変換後のページサイズ」（P.95）を
参照してください。

ユーザースペース/ローカルスペースにある画像ファイル
［操作］ボタンから行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. 変換する画像ファイルをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［変換］ボタンをタップします。

［ファイルフォーマット変換］が表示されます。

 4. 変換するフォーマットを選択します。
画像ファイルのフォーマットが変換され、同じ名前のPDFまたはDocuWorks文書が作成され
ます。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. 変換する画像ファイルを長押しします。

 2. ［変換］ボタンにドラッグ＆ドロップします。

［ファイルフォーマット変換］が表示されます。

 3. 変換するフォーマットを選択します。
画像ファイルのフォーマットが変換され、同じ名前のPDFまたはDocuWorks文書が作成され
ます。

写真スペースにある画像ファイル
写真スペースにある画像ファイルは、ユーザースペースにコピーして変換します。

［操作］ボタンから行う場合

 1. 写真スペースで［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. 変換する画像ファイルをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。
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 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。
ポップオーバービューが表示されます。

 4. コピーする場所を指定し、［コピー］をタップします。
［ファイルフォーマット変換］が表示されます。

補足 ･ コピー先に拡張子を含めて同じファイル名のファイルが存在する場合、上書き保存、また
は名前を付けて保存を行ってください。
･ ファイル名が255バイトを超える場合は保存できません。

 5. 変換するフォーマットを選択します。
画像ファイルのフォーマットが変換され、同じ名前のJPEG、PDFまたはDocuWorks文書が
作成されます。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. 変換する画像ファイルを長押しします。

 2. ユーザースペース、またはローカルスペースにドラッグ＆ドロップします。

 3. ［コピー］をタップします。

［ファイルフォーマット変換］が表示されます。

 4. 変換するフォーマットを選択します。
画像ファイルのフォーマットが変換され、同じ名前のJPEG、PDFまたはDocuWorks文書が
作成されます。



2  基本操作

47

2.2 ビュワー画面の操作

2.2.1 表示
ビュワー画面では、ページサムネール表示、プレビュー表示、全画面表示に切り替えることができ
ます。

参照 ･ 表示の切り替え方法については、「1.7.2 ビュワー画面について」（P.19）を参照してください。

ページめくり
プレビュー表示および全画面表示では、左方向にフリックもしくは画面の右端をタップすると次の
ページへ、右方向にフリックもしくは画面の左端をタップすると前のページに切り替わります。ま
た、スライダーバーのインジケーターを移動することでもページの切り替えが行えます。プレ
ビュー表示の場合、ページ番号の表示部分をタップしてページ番号を入力すると、そのページに切
り替わります。

ページの拡大、縮小
ダブルタップやピンチアウト操作で拡大表示することができます。
プレビュー表示、または全画面表示からのピンチイン操作で一時的に縮小表示することができます
が、手を離すと元の表示に戻ります。

補足 ･ プレビュー表示サイズ、または全画面表示サイズの300%まで拡大表示することができます。
･ 拡大表示した後は、ピンチイン操作で元の表示に戻ります。
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2.2.2 入れ替え
ドキュメントのページを入れ替えできます。

 1. サブファンクション表示部の をタップします。
ページサムネール表示に切り替わります。

 2. ［操作］ボタンをタップします。

 3. 入れ替えるページをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 4. ［入れ替え］ボタンをタップします。
ページが入れ替わります。

 5. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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2.2.3 並び替え
ドキュメントのページを並び替えできます。

 1. サブファンクション表示部の をタップします。
ページサムネール表示に切り替わります。

 2. ［操作］ボタンをタップします。

 3. ページを長押ししてから移動する場所にページをドラッグ&ドロップします。

ページが移動し、並び替えられます。

 4. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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2.2.4 削除
ドキュメントのページを削除できます。
ドキュメントのページを削除する方法は、プレビュー表示の場合とページサムネール表示の場合と
では異なります。

プレビュー表示の場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。

 2. ［削除］ボタンをタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
表示されているページが削除されます。

補足 ･ 他のページを削除する場合は、ページをめくって該当ページを表示してから操作してくだ
さい。

参照 ･ 複数ページを削除する場合は、ページサムネール表示に切り替えてから操作してくださ
い。操作方法は、「ページサムネール表示の場合」（P.51）を参照してください。

 4. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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ページサムネール表示の場合
ページサムネール表示でページを削除する方法は、［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロッ
プによる操作で行う方法があります。
［操作］ボタンから行う場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。
ページにチェックボックスが表示されます。

 2. 削除するページをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［削除］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。

 5. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. 削除するページを長押しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［削除］ボタンにドラッグ&ドロップします。

 3. 確認のダイアログボックスで［OK］をタップします。

 4. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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2.2.5 回転
ドキュメントのページを回転できます。
ドキュメントのページを回転する方法は、プレビュー表示の場合とページサムネール表示の場合と
では異なります。

プレビュー表示の場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。

 2. ［回転］ボタンをタップします。

 3. 回転する角度を選択します。
補足 ･ 他のページを回転させる場合は、ページをめくって該当ページを表示させてから操作して

ください。

 4. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。
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ページサムネール表示の場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。
ページにチェックボックスが表示されます。

 2. 回転するページをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［回転］ボタンをタップします。

 4. 回転する角度を選択します。
補足 ･ ページを2本指で押さえて回転させることで、画像を回転させることもできます。

 5. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

2.2.6 編集
PDFファイルのページを編集できます。
ページの編集には、マーカー、フリーハンド、下線、取り消し線、ハイライトの5種類があります。
マーカー、フリーハンドはプレビュー表示上に自由に線を描画できます。下線、取り消し線、ハイ
ライトはテキストに沿って描画します。
それぞれの操作手順について説明します。

補足 ･［パスワードによるセキュリティ］を行ったPDFファイルは編集できません。
･ DocuWorks文書を編集する場合は、「DocuWorks文書の編集」（P.66）を参照してください。
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マーカーおよびフリーハンドの編集
マーカー、およびフリーハンドの操作手順は同じです。ここでは、マーカーの操作手順について説
明します。

補足 ･ マーカーは描画した線が半透明、フリーハンドは不透明になります。

 1. ［編集］ボタンをタップします。
補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてファンクション表示部を表示してください。

･ ページサムネール表示の場合は、［編集］ボタンが表示されません。全画面表示またはプ
レビュー表示に切り替えてください。

 2. ［マーカー］ をタップします。
描画モードになります。

 3. 必要に応じて、色およびマーカーの太さを選択します。

タップして色
を選択する

タップして太さ
を選択する
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 4. 画面をドラッグして描画します。
補足 ･ 描画中にピンチイン/アウト操作による縮小/拡大、3本指のフリックによるページの切り

替えができます。また、ページ番号の表示部分をタップしてページ番号を入力すると、そ
のページに切り替わります。
･ 描画した線やハイライトなどは、描画モード終了後にタップして選択すると、色、太さの
再設定および削除ができます。ただし、描画の開始から終了までの一連の操作を1つの描
画オブジェクトとして見なすため、その単位での変更です。
･ ページの範囲外に描画することはできません。

 5. ［完了］ボタンをタップして、描画モードを終了します。

 6. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

下線、取り消し線、ハイライトの編集
下線、取り消し線、ハイライトの操作手順は同じです。ここでは、下線の操作手順について説明し
ます。

補足 ･ テキスト情報を含んでいるPDFファイルのみ、下線、取り消し線、ハイライト編集ができます。

 1. ［編集］ボタンをタップします。
補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてファンクション表示部を表示してください。

･ ページサムネール表示の場合は、［編集］ボタンが表示されません。全画面表示またはプ
レビュー表示に切り替えてください。

 2. ［下線］ をタップします。
描画モードになります。
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 3. 必要に応じて、色および下線の太さを選択します。

 4. ページの文字列をドラッグして描画します。
補足 ･ 描画できるのは、テキストの部分です。

･ 描画中にピンチイン/アウト操作による縮小/拡大、3本指のフリックによるページの切り
替えができます。また、ページ番号の表示部分をタップしてページ番号を入力すると、そ
のページに切り替わります。
･ 描画した線やハイライトなどは、描画モード終了後にタップして選択すると、色、太さの
再設定および削除ができます。ただし、描画の開始から終了までの一連の操作を1つの描
画オブジェクトとして見なすため、その単位での変更です。

 5. ［完了］ボタンをタップして、描画モードを終了します。

 6. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

元に戻す/やり直し
ページ編集機能によって描画された操作を取り消すことができます。また、その取り消した操作を
やり直すことができます。ここでは、マーカーで描画した内容を元に戻す操作と、やり直しの操作
について説明します。

 1. マーカーで描画します。
が有効になります。

タップして色
を選択する

タップして太
さを選択する
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 2. をタップします。

描画した内容が取り消されます。

 3. 取り消した内容をもう一度描画する場合は、 をタップします。

補足 ･ 描画モードを切り替えた時点で、それまでの操作の履歴はクリアされます。
･ が有効のときに新たに描画すると、 はグレー表示となり、やり直しの操作はできま
せん。

2.2.7 変更を保存
編集機能などにより、変更したドキュメントを保存します。

補足 ･ 編集したドキュメントを保存する場合は、新たなドキュメントとして保存されます。

 1. ［変更を保存］ボタンをタップします。
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 2. 名前を入力し、［OK］ボタンをタップします。

注記 ･ 上書き保存するとオリジナルの情報が消去される場合があります。消去される情報は次の
とおりです。
- PDF ファイルの場合、しおり、リンクの表示機能、本アプリケーション外で編集付加された情報
（レビューと注釈/フォームなど）が反映されない
- 画像ファイルの場合、保存前の画像情報が反映されない

補足 ･ 手順1で［文書一覧］ボタンをタップしても、ドキュメントを保存するかどうかの確認ダ
イアログボックスが表示されます。
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2.2.8 プロパティ表示
ドキュメントのプロパティを確認できます。

 1. ナビゲーション表示部のドキュメント名をタップします。
［文書のプロパティ］が表示されます。

補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてナビゲーション表示部を表示してください。
･ ドキュメント名を変更できます。ただし、編集機能で編集した場合は、そのドキュメント
を保存するまでドキュメント名は変更できません。
･ すでに存在する名前には変更できません。
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2.2.9 DocuWorksビュワー画面の操作
ここではビュワー画面の基本的な操作に加えて、DocuWorks ファイルを表示したときに使用でき
る操作について説明しています。

内部文書リスト
補足 ･ 内部文書リストはDocuWorksバインダーでのみ表示されます。

 1. をタップします。
バインダーでまとめられている文書のリストが表示されます。

 2. 文書名をタップします。

文書の1ページ目が表示されます。
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内容物一覧
補足 ･ 内容物一覧はDocuWorks入れ物でのみ表示されます。

 1. をタップします。
入れ物でまとめられている文書のリストが表示されます。

 2. 文書名をタップします。

 3. ［開く］をタップします。
文書の1ページ目が表示されます。

補足 ･ 表示されたリストの上部にある［編集］をタップしたあと、文書を選択し［保存］をタッ
プすると選択した文書を保存できます。
ただし、サーバースペースやクラウドスペースに格納されている、DocuWorks入れ物内
の文書を保存することはできません。
･ DocuWorks入れ物内のDocuWorks入れ物をタップすると、［名前を付けて保存］が表示
されます。名前を入力し、［OK］をタップするとDocuWorks入れ物内にあったDocuWorks
入れ物が新たなファイルとして保存されます。
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付箋リスト

 1. をタップします。
付箋リストが表示されます。

補足 ･ 付箋リストは、先頭ページから貼られている順番に表示されます。

 2. 付箋をタップします。

付箋が貼られているページにジャンプし、付箋が表示されます。

文字列検索
補足 ･ テキスト情報を含んでいるDocuWorks文書のみ、文字列検索ができます。

･ 大文字/小文字、全角/半角、ひらがな/カタカナの区別は行いません。
･ 検索の文字列をスペースで区切った場合、「or検索」になります。

 1. をタップします。
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 2. 検索する文字列を入力します。

 3. または をタップします。
検索した文字列がハイライト表示されます。

補足 ･ は表示しているページや検索した文字列の前を検索し、 は表示しているページや検
索した文字列の次を検索します。
･ OCR テキストを含むドキュメントは、検索した文字列を含む行がハイライト表示されま
す。
･ テキスト付箋や登録アノテーションに検索した文字列が含まれる場合は、黒い点線で付箋
や登録アノテーションが囲まれます。

見開き表示
補足 ･ iPadを横向きで使用している場合のみ、見開きで表示することができます。

 1. をタップします。

 2. 表示方法を選択します。
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縦横書き表示

 1. をタップします。

 2. 綴じ方を選択します。

アノテーションの表示/非表示

 1. をタップします。
アノテーションの表示/非表示が切り替わります。

リンクジャンプ
DocuWorksファイル内にあるリンクアノテーションをタップすると、リンク先が表示されます。
リンク先による動作は次のとおりです。

リンク先 動作
Webページ Safariが起動し、指定されているURLのWebページを表示します。

ただし、ネットワーク上のファイルが指定されている場合、ファイルの種類によって
は表示できないことがあります。

DocuWorksデータ 表示しているファイル内にあるページやリンクアノテーションが指定されている場合
は、その対象が表示されます。
ただし、次のリンクはサポートしていませんので、エラーメッセージが表示されます。
 プロファイル表示形式へのリンク
 ページ番号が0のページへのリンク
（ページ番号が0の場合、プロファイル表示形式へのリンクとして処理されます）

 その他のファイルへのリンク

その他のファイル その他のファイルへのリンクはサポートしていませんので、エラーメッセージが表示
されます。
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テキスト選択
文書内のテキストを選択し、クリップボードへコピーすることができます。
テキスト選択ができるのは次のとおりです。
 本文テキスト
 OCRテキスト
 付箋上のテキストアノテーション

DocuWorks文書の編集
ページの編集には、マーカー、テキスト付箋、登録アノテーションの3種類があります。それぞれ
の操作手順について説明します。

補足 ･ DocuWorks 文書の編集中に、ページ番号の表示部分をタップしてページ番号を入力すると、その
ページに切り替わります。

マーカーの編集

 1. ［編集］ボタンをタップします。
補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてファンクション表示部を表示してください。

･ ページサムネール表示の場合は、［編集］ボタンが表示されません。全画面表示またはプ
レビュー表示に切り替えてください。

 2. ［マーカー］ をタップします。
描画モードになります。

メールアドレス メールアプリケーションが起動し、指定されているメールアドレスを To：（宛先）に
したメールが新規作成されます。

リンク先 動作
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 3. 必要に応じて、色、マーカーの太さおよび透過をするかしないかを選択します。

 4. 画面をドラッグして描画します。
補足 ･ 描画した線は、描画モード終了後にタップして選択すると、色、太さの再設定および削除

ができます。ただし、描画の開始から終了までの一連の操作を1つの描画オブジェクトと
して見なすため、その単位での変更です。
･ ページの範囲外に描画することはできません。

 5. ［完了］をタップして、描画モードを終了します。

 6. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

テキスト付箋

 1. ［編集］ボタンをタップします。
補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてファンクション表示部を表示してください。

･ ページサムネール表示の場合は、［編集］ボタンが表示されません。全画面表示またはプ
レビュー表示に切り替えてください。

タップして色を
選択する

タップして太さを
選択する

タップして透過するか
しないかを選択する
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 2. ［テキスト付箋］ をタップします。
描画モードになります。

 3. 必要に応じて、付箋の色、文字の色や大きさを選択します。

 4. 付箋を貼りたい場所をタップします。
キーボードが表示されます。

補足 ･ 付箋は、貼り付けた後にタップして選択すると、色、太さの再設定および削除ができます。
･ 付箋全体がページからはみ出す場所に、付箋を貼ることはできません。

 5. 文字を入力し、［確定］をタップします。
補足 ･ 付箋に入力できる文字数と行数は、1行に25文字、20行までです。

 6. キーボード以外の場所をタップします。
付箋が表示されます。

 7. ［完了］をタップして、描画モードを終了します。

タップして色を
選択する

タップして文字の
色を選択する

タップして文字の
大きさを選択する
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 8. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

登録アノテーション

 1. ［編集］ボタンをタップします。
補足 ･ 全画面表示の場合は、画面をタップしてファンクション表示部を表示してください。

･ ページサムネール表示の場合は、［編集］ボタンが表示されません。全画面表示またはプ
レビュー表示に切り替えてください。

 2. ［登録アノテーション］ をタップします。

描画モードになり、登録しているアノテーションが表示されます。

 3. アノテーションを選択します。

 4. アノテーションを貼りたいところをタップします。
補足 ･ アノテーション全体がページからはみ出す場所に、アノテーションを貼ることはできませ

ん。

 5. ［完了］をタップして、描画モードを終了します。

 6. 必要に応じて、ドキュメントを保存します。
参照 ･ 操作方法については、「2.2.7 変更を保存」（P.58）を参照してください。

タップしてアノテーション
を選択する
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アノテーションの複数選択
アノテーションを複数選択することができます。

 1. ［編集］ボタンをタップします。

 2. ［選択］ をタップします。

 3. 選択したいアノテーションを囲むようにドラッグします。

ドラッグした軌跡が赤の点線で表示され、囲んだ領域が赤く表示されます。

補足 ･ 始点と終点は自動的に直線で結ばれます。そのため、始点と終点を結ばなくても選択する
ことができます。
･ 選択したアノテーションは、移動したり、削除したりすることができます。
･ 選択したアノテーションが1つだけの場合、［登録］  が表示されます。複数選択した
場合は、［削除］  のみが表示されます。
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アノテーションの登録
アノテーションの登録機能を使えば、DocuWorksファイルに貼られているアノテーションを登録
し、別の文書などに貼り付けることができます。
ここでは例として、マーカーで描画した図形を登録します。

補足 ･ 登録できるアノテーションは10個です。

参照 ･ 登録したアノテーションの使用方法は、「登録アノテーション」（P.69）を参照してください。

 1. ［マーカー］ を使用して図形を描画します。

補足 ･［マーカー］の使用方法は「マーカーの編集」（P.66）を参照してください。

 2. ［てのひら］ をタップします。

 3. 描画した図形をタップします。

 4. をタップします。

 5. 確認メッセージが表示されるので、［はい］をタップします。

2.2.10 あんしんドロワービュワー画面について
Working Folderクラウドスペースのあんしんドロワー内にあるPDFファイル、DocuWorks文書、
DocuWorksバインダーを、あんしんドロワービュワー画面で表示することができます。
ページめくりや、ページ番号を入力してページを切り替えることができます。また、文書のプロパ
ティを表示することもできます。

補足 ･「文書を開くパスワード」が設定されたPDFファイル、DocuWorks文書やDocuWorksバインダー
は表示できません。また、100ページ以上のPDFファイル、DocuWorks文書やDocuWorksバイ
ンダーも表示できません。

参照 ･ Working Folderクラウドスペースについては、「7 クラウド連携」（P.143）を参照してください。
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2.3 スペースの操作
本アプリケーションでは、ドキュメントの格納先や検索機能などを提供するエリアを「スペース」
と言います。
利用できるスペースは次のとおりです。
 ユーザースペース
本アプリケーションの管理領域に保存されるドキュメント格納先を表示するスペースです。

 検索スペース
検索機能を提供するためのスペースです。

 ローカルスペース
ユーザースペース内のドキュメント格納先を表示するスペースで、ショートカットの役割になりま
す。

 写真スペース
iPadのカメラロール内の画像ファイルや動画ファイルを表示するスペースで、ショートカットの役割
になります。

 Webスペース
指定したWebページを表示するスペースです。

 サーバースペース
外部の文書管理システム上のドキュメント格納先を表示するスペースで、ショートカットの役割にな
ります。

 クラウドスペース
外部のクラウドサービス上のドキュメント格納先を表示するスペースで、ショートカットの役割にな
ります。

 同期スペース
同期しているWorking Folderのフォルダーやドロワーをチェックし、新規登録または更新されたド
キュメントがあれば取得します。

 あんしんドロワースペース
Working Folder のあんしんドロワーに保存されているドキュメント格納先を表示するスペースで、
ショートカットの役割になります。

補足参照 ･「スペース表示部」については、「1.7.1 ドキュメント一覧画面について」（P.16）を参照してくだ
さい。

2.3.1 表示切り替え
スペース表示部から各スペースを選択することによって、それぞれのスペースにあるドキュメント
の一覧をドキュメント表示部に表示します。

参照 ･「ドキュメント表示部」については、「1.7.1 ドキュメント一覧画面について」（P.16）を参照して
ください。
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2.3.2 追加
スペース表示部にスペースを追加することができます。

補足 ･ ユーザースペースと検索スペースは追加できません。
･ サーバースペースの追加については「サーバースペースの追加」（P.131）、クラウドスペースの追
加については「クラウドスペースの追加」（P.143）を参照してください。

ローカルスペースの追加
ユーザースペース内のドキュメントの格納場所として、スペース表示部にスペースを追加できま
す。

 1. ユーザースペースの中からローカルスペースとするフォルダーを長押しします。
ここでは例として「その他」フォルダーを選択します。

 2. 長押ししたフォルダーをスペース表示部にドラッグ&ドロップします。

スペース表示部にローカルスペースの「その他」フォルダーが追加されます。

補足 ･ すでに同じスペースが存在している場合でも、新規にスペースを追加できます。
･ 設定メニューの［スペース］からローカルスペースを新規に追加できます。詳細は、「3.3
スペース」（P.96）を参照してください。
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写真スペースの追加
iPadのカメラロールを、写真スペースとしてスペース表示部に追加できます。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］をタップします。

 2. ［写真アルバム］をタップします。

 3. ［スペース名］にスペースの名前を入力し、［OK］をタップします。

 4. アイコンを選択します。

 5. ［保存］をタップします。
写真スペースが追加されます。
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Webスペースの追加
Webページを表示するスペースを、スペース表示部に追加することができます。

補足 ･ Webスペースは最大3個まで追加できます。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］をタップします。

 2. ［Web］をタップします。

 3. ［スペース名］にスペースの名前を入力し、［OK］をタップします。

 4. アイコンを選択します。
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 5. ［URL］にホームに設定するURLを入力します。
注記 ･「http://」または「https://」から始まるURL以外は入力できません。

･ URLは半角で入力してください。

 6. ［保存］をタップします。
Webスペースが追加されます。

同期スペースの追加
Working Folderのフォルダーやドロワーを同期スペースとして追加できます。

注記 ･ 同期スペースを作成する前に、［設定］ボタン →［同期］の［同期スペースの追加］をオンに設
定してください。

補足 ･ 同期スペースを作成する前にWorking Folderクラウドスペースを作成し、ログインしてください。
Working Folder クラウドスペースの作成や、ログイン方法は「7 クラウド連携」（P.143）を参照
してください。
･ 同期スペースは最大10個まで追加できます。
･ 同じパスの同期スペースは、重複して作成することはできません。
･ あんしんドロワーやあんしんドロワー内のフォルダーは、同期スペースとして追加できません。

ドラッグ＆ドロップで同期スペースを作成する

 1. Working Folder クラウドスペースの中から、同期スペースにするフォルダーやドロ
ワーを長押しします。

 2. そのフォルダーやドロワーを、スペース表示部にドラッグ&ドロップします。

 3. ［同期スペースとして追加］をタップします。

スペース表示部に同期スペースが追加されます。
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登録済みのスペースを同期スペースにする
補足 ･ Working Folderクラウドスペース内のフォルダーやドロワーをスペースとして作成した場合、同期

スペースに変更できます。
･ Working Folderクラウドスペースからログアウトしていても、同期スペースに変更できます。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］をタップします。

 2. 登録済みのWorking Folderクラウドスペースをタップします。

 3. ［同期］をオンに設定します。

 4. ［保存］をタップします。

2.3.3 削除
追加したスペースを削除することができます。
［操作］ボタンから行う方法と、ドラッグ＆ドロップで行う方法があります。

補足 ･［設定］ボタン →［スペース］で作成したWorking Folderクラウドスペースを削除した場合、そ
のWorking Folderに接続しているWorking Folderクラウドスペースや同期スペースなど、すべて
のスペースが削除されます。
･ ドキュメント表示部などからドラッグ＆ドロップで追加したWorking Folder クラウドスペースを
削除した場合、選択したスペースのみが削除されます。

［操作］ボタンから行う場合

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。
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 2. スペース表示部から削除するスペースをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

補足 ･ スペースを選択すると、ドキュメント表示部のドキュメントやフォルダーは選択できなく
なります。

 3. ［削除］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで、［OK］ボタンをタップします。
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ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. スペース表示部で削除するスペースを長押しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［削除］ボタンにドラッグ&ドロップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
参照 ･［設定］ボタン →［スペース］の表示画面からスペースを削除することもできます。操

作方法については、「3.3 スペース」（P.96）を参照してください。

2.3.4 名前の変更
スペースの名前を変更できます。

 1. ドキュメント一覧画面で［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。
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 2. 名前を変更するスペースをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［名前の変更］ボタンをタップします。
新しい名前を入力するダイアログボックスが表示されます。

 4. 名前を入力し、［OK］をタップします。

補足 ･ すでに存在する名前には変更できません。
･ 大文字/小文字は区別されます。
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2.3.5 順序並び替え
スペース表示部のスペースの表示順序を並べ替えることができます。

 1. スペース表示部から並び替えるスペースを長押しします。

 2. 移動先の場所にスペースをドラッグ&ドロップします。

補足 ･ ユーザースペースは、並び替えることができません。

参照 ･［設定］ボタン →［スペース］の表示画面から、スペースを並び替えることもできます。
操作方法については、「3.3 スペース」（P.96）を参照してください。

2.3.6 Webスペースの操作
ホームに設定したWebページの表示方法や、Webスペースの操作について説明しています。

表示
Web スペースではビュワー画面の操作と同じように、ダブルタップをすると拡大表示することが
できます。ピンチイン/アウト操作による拡大、縮小表示も可能です。

注記 ･ Safariで表示できないWebページは表示できません。
･ フォーム認証以外の認証が設定されたページは表示できません。
･ リンク先が「文書を開くパスワード」が設定された PDFの場合、PDFへのリンクをタップしたあ
と、パスワードを入力したまま前のページに戻ると画面がスクロールできなくなります。
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 1. スペース表示部のWebスペースをタップします。
ホームに設定したWebページが表示されます。

（1）サブファンクション表示部
Webページの読み込みの中止や再読み込みなどの操作が行えます。

（i）戻るボタン
直前に表示していたページに戻ります。

（ii）進むボタン
戻るボタンをタップする前に表示していたページに進みます。

（iii）更新ボタン
表示しているページを再度読み込みます。

（iV）読み込み中止ボタン
ページの読み込みを中止します。

（V）ホーム表示ボタン
スペースに設定したURLを表示します。

（2）ファンクション表示部
Webページを表示すると、［変換］ボタンがファンクション表示部に表示されます。
［変換］ボタンをタップすると、Web スペースに表示しているWeb ページを、PDF ファイルや
DocuWorks文書に変換することができます。

参照 ･ Webページの変換については、「Webページの変換」（P.83）を参照してください。

（1）

（2）

（i） （ii） （iii） （iV） （V）
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リンクメニュー
Webページのリンクを長押しすると、リンク先に対応した次のリンクメニューが表示されます。
開く
リンク先のWebページを表示します。

コピー
設定されたURL、メールアドレスまたは電話番号をクリップボードにコピーします。

ダウンロード
リンク先のファイルをユーザースペースにダウンロードします。

補足 ･ 同じファイル名がある場合は、自動的に番号を付けます。
･ 次の場合、ファイル名は自動的に「Untitled」+「.拡張子」になります。
- ファイル名が拡張子を含めて255バイト以上の場合
- タイトルがない場合
- ファイル名に利用できない文字が使用されている場合
･ Webページに表示されている画像ファイルはダウンロードできません。
･ リンク先のURLが実ファイルではない場合、HTMLファイルとしてダウンロードされま
す。

リーディングリストに追加
リンク先のWebページをリーディングリストに追加します。

新規メッセージ/メッセージを送信
［新規メッセージ］をタップした場合はメールアプリケーションが起動し、リンク先メールアドレ
スへのメールの作成画面が表示されます。
［メッセージを送信］をタップした場合はメッセージアプリケーションが起動し、リンク先メール
アドレスへのメッセージの作成画面が表示されます。

補足 ･ iPadでメールアカウントの設定が完了している場合に使用できます。

連絡先に追加
設定されているメールアドレスまたは電話番号を連絡先に追加します。

Webページの変換
WebページをPDFファイルやDocuWorks文書に変換することができます。

注記 ･ Webページを変換すると、テキストはすべてイメージになります。
･ Webページの構成によっては、表示どおりに変換できないことがあります。
･ iPad本体のメモリー不足により、Webページを変換できないことがあります。このような場合は、
iPadを再起動して再度Webページを変換してください。

補足 ･ Webページを変換しているときにiPadの向きを回転しても、表示画面は回転しません。
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 1. ［変換］ボタンをタップします。

 2. ［ファイルフォーマット変換］からPDFまたはDocuWorks文書を選択します。

 3. ［OK］をタップします。
変換されたファイルがユーザースペースに保存されます。

ダウンロード一覧の表示
ユーザースペースにダウンロードしたファイルの履歴を表示します。

 1. ［転送一覧］ボタン をタップします。
［Webからのダウンロード一覧］が表示されます。
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ダウンロードしたファイルの履歴の削除
ユーザースペースにダウンロードしたファイルの履歴を削除します。

履歴を選択して削除する場合

 1. ［転送一覧］ボタン をタップします。
［Webからのダウンロード一覧］が表示されます。

 2. ［編集］をタップします。

 3. 削除したいファイルの左側にある をタップし、［削除］をタップします。
履歴が削除されます。

補足 ･［編集］をタップせずに、削除したいファイルを左方向にフリックしても、［削除］が表示
されます。

履歴をすべて削除する場合
注記 ･ ダウンロード中や一時停止中のファイルの履歴は削除されません。削除する場合は、「履歴を選択

して削除する場合」（P.85）を参照し、該当するファイルを選択して削除してください。

 1. ［転送一覧］ボタン をタップします。
［Webからのダウンロード一覧］が表示されます。
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 2. ［履歴を削除］をタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
履歴がすべて削除されます。

2.3.7 同期スペースの操作
同期スペースの設定や、操作方法について説明しています。

補足 ･ 新規登録/更新をチェックするのは、同期スペースに設定したフォルダーやドロワー直下のファイ
ルのみです。同期スペース内にフォルダーがあっても表示されず、そのフォルダー内のドキュメン
トもチェックされません。

差分のチェック
同期スペースに設定したWorking Folderのフォルダーやドロワー内に、ドキュメントが新規に登
録、または更新されていないかをチェックします。

 1. 同期スペースをタップします。

 2. 必要に応じてログインします。
参照 ･ ログイン方法については、「7.1.2 Working Folderへのログイン」（P.145）を参照してく

ださい。

 3. をタップします。
前回同期したときから新規登録や更新されたドキュメントに、 が表示されます。
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同期
新規登録や更新されたドキュメントを最新の状態にします。

一括で同期する場合

 1. ［同期］ボタンをタップします。

 2. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
選択して同期する場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。

 2. 同期するドキュメントを選択し、［同期］ボタンをタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
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ドラッグ＆ドロップで同期する場合

 1. 任意のドキュメントを［同期］ボタンにドラッグ＆ドロップします。

 2. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。

オフラインモード
ネットワークに接続できない場所などで、Working Folder との通信を行わずに同期スペース内の
ドキュメントが閲覧できます。

補足 ･ オフラインモードで閲覧できるドキュメントは最新のドキュメントとは限りません。差分のチェッ
クと同期を行ってからオフラインモードに移行することをおすすめします。

 1. 同期スペースをタップします。

 2. ログインします。

 3. をタップします。
オフラインモードに切り替わります。

補足 ･ オフラインモードからオンラインモードに切り替えるときは、 をタップしてくださ
い。
･ すべての同期スペースをオフラインモードにする場合は、［設定］ボタン →［同期］の
［すべての同期スペースをオフラインにする］をタップし、確認のダイアログボックスで
［OK］をタップしてください。
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2.4 ドキュメント名を検索する
本アプリケーションでは、ドキュメントのファイル名を検索することができます。
ただし、ドキュメント内の文字列などは検索できません。
検索範囲および検索条件については、次のとおりです。
検索範囲
ユーザースペースとローカルスペースです。

検索条件
1文字以上の文字列を含むファイル名を検索します。空白（スペース）も1文字と見なします。ま
た、設定により大文字/小文字を区別して検索することができます。

補足 ･ 大文字/小文字を区別する場合は、「検索」（P.95）を参照し、設定してください。

 1. スペース表示部で検索スペースをタップします。

 2. ［検索設定］をタップし、検索範囲を指定します。
補足 ･ 検索はスペース単位で行われます。
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 3. 検索条件を入力し、［検索開始］ボタンをタップします。

検索結果がドキュメント表示部に表示されます。

補足 ･ 検索結果の上限は、1,000件です。
･ 検索結果は、［検索設定］で指定したスペースごとに表示されます。検索結果をフォルダー
ごとに表示する場合は、フォルダーをスペースに追加してから検索してください。
スペース登録については「スペースを追加」（P.96）をご覧ください。
･ 検索結果のドキュメントをタップすると、プレビュー表示になります。
･ 検索スペースから別のスペースに切り替えた場合は、検索結果はクリアされます。
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3 各種設定

ナビゲーション表示部の右側にある［設定］ボタン で設定可能な項目について説明しています。

3.1 情報
［情報］にはアプリケーションの情報が表示されます。

バージョン
本アプリケーションのバージョンが表示されます。

システムID
本アプリケーションのシステム構成を表すIDが表示されます。

使用容量
本アプリケーションで使用しているストレージ容量（単位:GB）が表示されます。

リリースノート
本アプリケーションのリリースノートが表示されます。

サポート
Safariが起動し、本アプリケーションのサポートサイトが表示されます。
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3.2 共通
［共通］にはアプリケーションの共通情報の設定項目が表示されます。

セキュリティー
本アプリケーションのセキュリティーを設定します。
セキュリティーを設定することにより、次のタイミングで認証が行われます。
 アプリケーションの起動時
 iPadの起動アプリケーションの一覧表示から再表示するとき
 他のアプリケーションから呼び出されるとき
 スリープモードから起動するとき

「PIN」によるセキュリティー設定の操作手順について説明します。

 1. ［共通］→［セキュリティー］をタップします。
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 2. ［ロック方式］→［PIN］をタップし、［セキュリティー］をタップします。

 3. ［パスコードをオンにする］をタップします。
パスコードを設定する画面が表示されます。

 4. パスコードを2回入力します。

セキュリティーの設定が行われます。

補足 ･ パスコードを変更する場合は、［パスコードの変更］をタップして、古いパスコードおよ
び新しいパスコードを入力してください。
･ パスコードを設定せずに本アプリケーションを起動した場合は、パスコードの設定画面が
表示されます。パスコードを設定してください。

サムネール表示
オンの場合、ドキュメント一覧画面のサムネール表示が有効になります。サムネール表示が不要な
場合は、オフにします。
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デスクトップの背景
ドキュメント表示部の背景を［グレー］、または［ブルー］から選択します。

補足 ･ 背景が［グレー］の場合、ドキュメント名のフォント色は黒です。また、背景が［ブルー］の場合、
ドキュメント名のフォント色は白です。

キャッシュを消去
本アプリケーションでキャッシュしている情報を一括削除します。

キャッシュの自動消去
オンの場合、アプリケーション起動時に毎回キャッシュを消去します。アプリケーション起動時に
キャッシュを消去しないときは、オフにします。

補足 ･ オンに切り替えると、キャッシュ消去の確認メッセージが表示されるので、［OK］をタップしてく
ださい。［キャンセル］をタップすると、オンに切り替えできません。

キャッシュ使用の上限
キャッシュ使用の上限を設定できます。使用可能なiPad内ストレージ容量の空き領域の0%～90%
を指定できます。

補足 ･［0%］を指定した場合、［サムネール表示］の設定はオフになります。
･ キャッシュ使用の上限を下げる場合、それまでに保存したキャッシュを削除する旨のアラート
ビューが表示されます。

転送完了通知
サーバーやクラウドサービスへアップロード、またはダウンロードが完了したときに、メッセージ
を表示して通知をするかしないかを設定します。

Working Folderのモバイルアクセス制限
Working Folderのモバイル端末のアクセス制限機能が有効なときに、必要なモバイルアプリIDを
生成/表示する機能です。［モバイルアプリIDを生成］をタップするとIDが生成され、［モバイルア
プリIDをリセット］をタップするとIDが削除されます。

注記 ･ 本アプリケーションがアンインストールされた場合、モバイルアプリIDは削除されます。
･ 本アプリケーションがアップデートされた場合、生成されたモバイルアプリIDは保持されます。
･ モバイルアプリIDを削除した後に、モバイル端末アクセス制限機能が有効なWorking Folderにア
クセスする場合は、Working Folder側にモバイルアプリIDの再登録が必要になります。

補足 ･ モバイルアプリ IDを生成、または削除した場合、Working Folderのすべてのスペースからログア
ウトします。
･ 表示されたモバイルアプリ IDをタップすると、モバイルアプリ IDがクリップボードにコピーされ
ます。
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ローカルファイルの上書き保存
上書き保存するかしないかを設定します。オンにすると、本アプリケーションで編集したPDFファ
イルなどを保存するときに、上書き保存ができるようになります。

補足 ･［ローカルファイルの上書き保存］をオンに設定し、他のアプリケーションから本アプリケーショ
ンでドキュメントを開いた場合、ユーザースペースに同じファイル名があるときは、［上書き保存］
が選択できます。

元の文書を削除
オンにするとドキュメントを束ねたり、ばらしたりしたときに元のドキュメントを削除します。

検索
［大文字と小文字を区別する］の設定をオンにすると、検索スペースで検索するときに大文字/小文
字を区別します。大文字/小文字を区別しない場合は、オフにしてください。

Web変換後のページサイズ
WebページをPDF、またはDocuWorks文書に変換したときのページサイズを［A4よこ］、また
は［A4たて］から選択します。

Cookieの削除
保存されているCookieを削除します。

ファイル変換後のページサイズ
画像ファイル（JPEG/PNG）をPDFに変換したときのページサイズを［自動］、［A4よこ］、［A4
たて］から選択します。

メール送信
メールに添付するファイルのサイズやファイル数の上限を設定します。
ファイルサイズは1MBから100MBの間で、ファイル数は1ファイルから50ファイルの間で設定
してください。

ユーザースペース内の全削除
ユーザースペース内にあるファイルやフォルダーをすべて削除します。

補足 ･［ユーザースペース内の全削除］で削除されたファイルやフォルダーは元に戻りません。大事なファ
イルやフォルダーは、バックアップをすることをおすすめします。バックアップ方法は、「8.2 設
定/データのバックアップ」（P.158）を参照してください。
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プレビュー時に全画面表示
ファイルを表示したときに全画面表示するかしないかを設定します。

登録アノテーションの編集
DocuWorks文書を編集するときに使用するアノテーションを削除できます。

3.3 スペース
［スペース］には、スペース情報が表示されます。

スペースを追加
ローカルスペースを追加する操作手順について説明します。

参照 ･ 次のスペースの追加については、それぞれの参照ページを参照してください。
- 写真スペース 「写真スペースの追加」（P.74）
- Webスペース 「Webスペースの追加」（P.75）
- DocuShareサーバースペース 「DocuShareサーバー」（P.131）
- WebDAVサーバースペース 「WebDAVサーバー」（P.133）
- クラウドスペース 「7.1.1 クラウドスペースの追加」（P.143）
- 同期スペース 「同期スペースの追加」（P.76）

 1. ［スペース］→［スペースを追加］をタップします。

 2. ［ローカル］をタップします。
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 3. ［スペース名］をタップし、スペースの名前を入力します。

 4. ［アイコン］をタップし、スペースのアイコンを選択します。

 5. ［パス］をタップし、ドキュメントの格納先であるパスを設定します。
補足 ･ ユーザースペース直下のxxxフォルダーを指定する場合は、「xxx」と入力します。

ユーザースペース直下の xxx フォルダーにある yyy フォルダーを指定する場合は、「xxx/
yyy」と入力します。
･ 設定したパスにフォルダーが存在しない場合は、自動的にフォルダーが作成されます。

 6. ［保存］をタップします。
ローカルスペースが追加されます。
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スペースの編集
登録したスペースの設定を編集します。

 1. 編集するスペースをタップします。

 2. 編集したい項目をタップして、入力します。

補足 ･ 同期スペースの場合、［同期する］のチェックを外すとWorking Folderクラウドスペース
になります。
･［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］で作成したWorking Folderクラ
ウドスペースの［ユーザー名］や［タイムアウト時間］を編集すると、すべてのWorking
Folderクラウドスペース設定が変更されます。また、［ユーザー名］を編集すると、その
ときすべてのWorking Folderクラウドスペースから一度ログアウトします。 

 3. ［OK］をタップします。

 4. ［保存］をタップします。

スペースの並び替え
スペースの順序を入れ替えることが可能です。
ここでの変更はスペース表示部にも反映されます。

 1. ［編集］をタップします。
設定項目の右側にアイコン が表示されます。
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 2. アイコンを並び替える位置にドラッグ&ドロップします。

補足 ･ ユーザースペースは、並び替えることができません。

 3. ［完了］をタップします。

スペースの削除
追加したスペースを削除することができます。

補足 ･ ユーザースペースと検索スペースは削除できません。
･［設定］ボタン →［スペース］で作成したWorking Folderクラウドスペースを削除した場合、そ
のWorking Folderに接続しているWorking Folderクラウドスペースや同期スペースなど、すべて
のスペースが削除されます。
･ ドキュメント表示部などからドラッグ＆ドロップで追加したWorking Folder クラウドスペースを
削除した場合、選択したスペースのみが削除されます。

 1. 削除するスペースをタップします。
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 2. ［スペースの削除］ボタンをタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。

3.4 同期
［同期］には、本アプリケーションで同期スペースを設定するのに必要な項目が表示されます。

同期スペースの追加
オンにすると、Working Folder上にあるフォルダーを同期スペースとして追加できます。

補足 ･ この設定をオンにすると、Working Folder クラウドスペースのフォルダーをスペース表示部にド
ラッグ＆ドロップしたときに、［同期スペースとして追加］が表示されます。詳細は、「ドラッグ＆
ドロップで同期スペースを作成する」（P.76）を参照してください。
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すべての同期スペースをオフラインにする
タップすると、すべての同期スペースをオフラインに設定できます。ただし、オフラインに設定し
た後で作成した同期スペースは、オンラインに設定されます。

3.5 デベロッパー
［デベロッパー］には、本アプリケーションのサポートに必要な設定項目が表示されます。

ログ
障害発生時に原因を調査する場合に、オンにして必要な動作ログと設定情報をiPadに保存します。
通常は、オフにします。

ログを削除
保存したログを削除します。

補足 ･ ログの削除は、ログ機能をオフに設定している場合のみ可能です。
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4 プリント機能

4.1 ドキュメントをプリントする
ドキュメントをプリントする際の操作、設定項目について説明します。

4.1.1 プリント操作
本アプリケーションからの指示でドキュメントをプリントできます。
プリントする方法は、プレビュー表示の場合とサムネール表示の場合とでは異なります。

補足 ･ プリント指示のキャンセルは本アプリケーション、または複合機の操作パネルで行ってください。
･ 文書を開くパスワードが設定されたPDFファイルやDocuWorksファイルは、印刷権限がある場合
でもプリントできません。

プレビュー表示の場合

 1. ［プリント］ボタンをタップします。
ファンクション表示部に［詳細設定］ボタンと［プリント］ボタンが表示されます。

 2. 必要に応じて、［詳細設定］ボタンまたはサブファンクション表示部をタップし、プリ
ントの設定を行います。
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補足 ･ 設定項目については、「4.1.2 プリント時の設定項目」（P.106）を参照してください。
･ 設定項目を変更すると、その設定情報がテキストフィードバックに反映されます。テキス
トフィードバックを上下にフリックすると、他の設定項目を確認できます。

･ ドキュメントを閉じると、変更した設定項目は初期値に戻ります。初期値の設定について
は「初期値の設定」（P.117）を参照してください。
･ 複数のプリンターが登録されている場合は、［通常使用するプリンター］でプリントされ
ます。プリンターを変更する場合は、［詳細設定］の［プリンター名］をタップして、プ
リンターを選択してください。
［通常使用するプリンター］については、「通常使用するプリンターの変更」（P.115）を
参照してください。

参照 ･ サブファンクション表示部については、「4.1.3 サブファンクション表示部」（P.109）を
参照してください。

 3. ［プリント］ボタンをタップします。
プリントが開始されます。

補足 ･ 複数のプリンターが登録されている場合、［プリント時にプリンターを選択する］をオン
に設定していると、プリンターが選択できます。設定については、「プリント時にプリン
ターを選択する」（P.118）を参照してください。

サムネール表示の場合
サムネール表示でプリントする方法は、［操作］ボタンから行う方法とドラッグ＆ドロップによる
操作で行う方法があります。

補足 ･ サムネール表示でプリントする場合は、［通常使用するプリンター］から初期値の設定でプリント
されます。
［通常使用するプリンター］については「通常使用するプリンターの変更」（P.115）、初期値の設定
については「初期値の設定」（P.117）を参照してください。
ただし、複数のプリンターが登録され、［プリント時にプリンターを選択する］をオンに設定して
いる場合、プリンターが選択できます。設定については、「プリント時にプリンターを選択する」
（P.118）を参照してください

［操作］ボタンから行う場合

 1. ［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。

 2. プリントするドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

テキストフィードバック
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 3. ［プリント］ボタンをタップします。

 4. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
ドラッグ＆ドロップで行う場合

 1. プリントするドキュメントを長押しします。
ファンクション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. ［プリント］ボタンにドラッグ&ドロップします。

 3. 確認のダイアログボックスで［OK］をタップします。
注記 ･ プリント実行中に、何らかの原因によってプリントが動作しなくなった場合、本アプリケーション

のジョブ実行画面上の［中止］ボタンをタップしてください。強制的にプリントを中止できます。
ただし、タイミングによってはプリントを中止できない場合があります。
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4.1.2 プリント時の設定項目
プリント実行時の設定項目を説明します。

カラーモード
カラーモードを選択します。

両面
両面印刷の方法を選択します。

まとめて１枚
複数ページ分を1枚の用紙にまとめる面数を選択します。

補足 ･［2アップ］または［4アップ］を選択すると、［出力用紙サイズ］と［倍率］は設定できません。

出力用紙サイズ
出力する用紙サイズを選択します。

部数
印刷部数を選択、または［部数指定］で1～99の範囲で指定します。

倍率
倍率を選択します。

 フルカラー  白黒

 片面  両面（上下開き）  両面（左右開き）

 Nアップしない  2アップ  4アップ

 自動  A4（210x297mm）  A3（297x420mm）
 A5（148x210mm）  B4（257x364mm）  B5（182x257mm）
 8.5x11"（レター）  8.5x14"（リーガル）  11x17"

 自動倍率  倍率指定（左上配置）  倍率指定（中央配置）
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補足 ･ 倍率指定は、25％～400%まで可能です。

印刷範囲
印刷範囲を選択します。

用紙トレイ選択
プリントする用紙のある用紙トレイを選択します。

用紙種類
用紙種類を選択します。

ソート
複数ページのファイルを複数部数プリントするときの排出方法を選択します。

印刷モード
印刷モードを選択します。

プリント種類
プリントの種類を選択します。

参照 ･ セキュリティープリントについては、「4.1.4 セキュリティープリント」（P.110）を参照
してください。

蓄積用ユーザー ID
セキュリティープリントで複合機に出力データを蓄積するための蓄積用ユーザー IDを設定します。
セキュリティープリント時のみ設定します。

補足 ･［蓄積用ユーザー ID］は、24バイト以内の半角で入力してください。

暗証番号
暗証番号を設定します。セキュリティープリント時のみ設定します。

補足 ･［暗証番号］は、12バイト以内の半角で入力してください。

ドメイン名
ドメイン名を設定します。

ユーザー ID
複合機の認証が必要なとき、複合機に登録されたユーザーを指定してプリントする場合にユーザー
IDを設定します。

パスワード
ユーザー IDのパスワードを設定します。

 すべて  ページ指定

 自動  トレイ1  トレイ2  トレイ5（手差し）

 標準  プリンターの設定に従う

 ソートする（1部ごと）  ソートしない

 標準  高画質  高速

 通常プリント  セキュリティープリント
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プリンター名
登録済みのプリンターからプリンターを選択します。

補足 ･［プリンターを追加］をタップすると、プリンターを追加できます。操作方法は、「4.2 プ
リンターの設定」（P.112）を参照してください。

プリント設定一覧の並び替え
プリント設定一覧では、設定項目を並び替えることができます。

 1. ［編集］をタップします。
設定項目の右側にアイコン が表示されます。

 2. アイコンを並び替える位置にドラッグ&ドロップします。

 3. ［完了］をタップします。
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4.1.3 サブファンクション表示部
［カラーモード］、［両面］、［まとめて 1枚］は、サブファンクション表示部でも設定できます。サ
ブファンクション表示部で設定した内容は、プリントイメージとして表示されます。

（i）カラーモード

（ii）両面

補足 ･ 選択されているアイコンをタップすると、解除されて［片面］の設定になります。

（iii）まとめて1枚

補足 ･ 選択されているアイコンをタップすると、解除されて［Nアップしない］の設定になりま
す。

：フルカラー

：白黒

：片面

：両面（上下開き）

：両面（左右開き）

：Nアップしない

：2アップ

：4アップ

（i） （ii） （iii）
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4.1.4 セキュリティープリント
本アプリケーションからプリントするドキュメントに、セキュリティー（蓄積用ユーザーID、暗証
番号を付加）を設定できます。セキュリティーを設定したドキュメントは、本アプリケーションか
らのプリント指示後、複合機にいったんプリントデータが蓄積されます。複合機の操作パネルから
蓄積用ユーザー ID の選択と暗証番号の入力をすることにより、蓄積されたドキュメントを確認し
てプリントできます。

補足 ･ セキュリティープリントについては、使用する複合機のマニュアルを参照してください。

 1. ドキュメントをタップします。
ドキュメントがプレビュー表示されます。

補足 ･ ビュワー画面がプレビュー表示、またはページサムネール表示のときに、セキュリティー
プリントの指示ができます。

 2. ［プリント］ボタンをタップします。
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 3. ［詳細設定］ボタンをタップします。
［プリント詳細設定］画面が表示されます。

 4. ［プリント種類］をタップし、［セキュリティープリント］をタップします。

 5. 表示されたダイアログボックスで［蓄積用ユーザーID］を入力し、［OK］ボタンをタッ
プします。

補足 ･［蓄積用ユーザー ID］は、24バイト以内の半角で入力してください。

 6. 表示されたダイアログボックスで［暗証番号］を入力し、［OK］ボタンをタップします。
補足 ･［暗証番号］は、12バイト以内の半角で入力してください。

 7. ［プリント詳細設定］の［閉じる］をタップします。

 8. ［プリント］ボタンをタップします。
プリントデータが複合機へ送信され、蓄積されます。

 9. 複合機でセキュリティープリントの操作を行い、プリントします。
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4.2 プリンターの設定
ナビゲーション表示部の右側にある［設定］ボタン →［プリント］では、プリンターの登録や
削除、通常使用するプリンターの変更、初期値の設定が行えます。

設定を始める前に
プリンターを設定するには、複合機の設定と確認が必要です。
設定および確認は、複合機の機械管理者でログインして行います。

参照 ･ 複合機の操作については、複合機のマニュアルを参照してください。

 1. 複合機の〈認証〉ボタンを押します。

 2. 機械管理者IDを入力し、［確定］をタッチします。

 3. パスワードを入力する場合は、［次へ］をタッチし、機械管理者のパスワードを入力し
て［確定］をタッチします。

補足 ･ 機械管理者IDおよびパスワードは、複合機の管理者に確認してください。

 IPアドレスの確認

 1. 複合機の〈機械確認（メーター確認）〉ボタンを押します。

 2. IPアドレスを確認します。
ポート起動の確認

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
Rawプロトコルで接続の場合：
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［Port9100］
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LPRプロトコルで接続の場合：
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［LPD］

 IPPプロトコルで接続の場合：
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［IPP］

 2. ポートが［起動］になっていることを確認します。
ポート番号の確認（Rawプロトコルで接続の場合）

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［Port9100］

 2. ポート番号を確認します。
Bonjour起動の確認

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［Bonjour］

 2. ポートが［起動］になっていることを確認します。

プリンターの登録
本アプリケーションで使用するプリンターを登録します。

Rawプロトコルで接続する

 1. ［プリント］→［プリンターを追加］をタップします。

 2. ［プロトコル］をタップし、［Raw］を選択します。

 3. ［プリンターを追加］をタップします。

 4. ［プリンター名］をタップし、登録するプリンター名を入力します。



4.2  プリンターの設定

114

 5. ［IPアドレス］をタップし、プリンターのIPアドレスを入力します。
補足 ･［プリンターの検索］をタップして、同じサブネット上にあるプリンターを検索すること

もできます。見つかったプリンターをタップすると、IPアドレスとプリンター名が入力さ
れます。
･ 検索した結果、プリンターが見つからなかった場合は、なにも表示されません。

 6. ［ポート番号］をタップし、プリンターのポート番号を必要に応じて変更します。

 7. ［保存］をタップし、プリンター一覧画面にプリンターが登録されていることを確認し
ます。

LPRプロトコルで接続する

 1. ［プリント］→［プリンターを追加］をタップします。

 2. ［プロトコル］をタップし、［LPR］を選択します。

 3. ［プリンターを追加］をタップします。

 4. ［プリンター名］をタップし、登録するプリンター名を入力します。

 5. ［IPアドレス］をタップし、プリンターのIPアドレスを入力します。
補足 ･［プリンターの検索］をタップして、同じサブネット上にあるプリンターを検索すること

もできます。見つかったプリンターをタップすると、IPアドレスとプリンター名が入力さ
れます。
･ 検索した結果、プリンターが見つからなかった場合は、なにも表示されません。

 6. ［ポート番号］をタップし、プリンターのポート番号を必要に応じて変更します。

 7. ［キュー名］をタップし、必要に応じてキュー名を変更します。

 8. ［保存］をタップし、プリンター一覧画面にプリンターが登録されていることを確認し
ます。



4  プリント機能

115

 IPPプロトコルで接続する

 1. ［プリント］→［プリンターを追加］をタップします。

 2. ［プロトコル］をタップし、［IPP］を選択します。

 3. ［プリンターを追加］をタップします。

 4. ［プリンター名］をタップし、登録するプリンター名を入力します。

 5. ［プリンターURL］をタップし、URLを入力します。
補足 ･［プリンターURL］のURLは例えば、「111.222.333.444/ipp」と入力します。

一般的にプリンターURLの末尾には「/ipp」がつきます。

 6. ［保存］をタップし、プリンター一覧画面にプリンターが登録されていることを確認し
ます。

通常使用するプリンターの変更
登録されたプリンターの一番上に表示されているプリンターは、「通常使用するプリンター」とし
て設定されています。
プリンターを 2つ以上登録した場合は、登録プリンターの順序を入れ替えることにより、「通常使
用するプリンター」を変更することができます。

 1. ［編集］をタップします。
設定項目の右側にアイコン が表示されます。
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 2. 通常使用するプリンターのアイコンを一番上にドラッグ&ドロップします。

 3. ［完了］をタップします。
通常使用するプリンターが変更されます。

プリンターの編集
登録済みのプリンターの設定を編集します。

 1. 編集するプリンターをタップします。

 2. 編集したい項目をタップして、入力します。

 3. ［OK］をタップします。

 4. ［保存］をタップします。
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プリンターの削除
登録済みのプリンターを削除します。

 1. 削除するプリンターをタップします。

 2. ［プリンターの削除］ボタンをタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
プリンターが削除されます。

初期値の設定
プリンター設定項目の初期値が設定できます。

補足 ･ 設定項目については、「4.1.2 プリント時の設定項目」（P.106）を参照してください。ただし、［プ
リンター名］に初期値の設定はありません。
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プリント時にプリンターを選択する
プレビュー表示でプリントするときに、プリンターを選択するかしないかを選択します。

 1. ［プリント］をタップします。

 2. ［プリント時にプリンターを選択する］でオン、またはオフを選択します。
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5 スキャン機能

5.1 ドキュメントをスキャンする
ドキュメントをスキャンし、iPadへ取り込む操作、設定項目について説明します。

5.1.1 スキャンデータを取り込む
本アプリケーションからの指示でドキュメントをスキャンし、スキャンしたデータを本アプリケー
ションに保存することができます。
スキャンされたデータは、ユーザースペースに表示されます。

補足 ･ スキャンが実行できるのは、機械管理者または複合機に登録されたユーザーです。
ただし、複合機の機種によりスキャンできるユーザーは異なります。詳細はリリースノートを参照
してください。

参照 ･ 複合機にユーザー登録する方法は、「ユーザーの登録」（P.125）を参照してください。

 1. 複合機に原稿をセットします。
補足 ･ 本アプリケーションからスキャンを開始する前に、他のユーザーが複合機を操作していな

いことを確認してください。

 2. 複合機にログインします。
補足 ･「スキャナーの登録」（P.125）で指定したユーザー名とパスワードが、複合機にログイン

したユーザー（機械管理者または登録ユーザー）のUser IDとパスワードに一致した場合
に、スキャンが実行できます。

 3. ［スキャン］ボタンをタップします。
ファンクション表示部に［詳細設定］ボタンと［スキャン］ボタンが表示されます。

補足 ･ ユーザースペースもしくはユーザースペース内のフォルダーを選択しているときに、ス
キャンが可能です。
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 4. 必要に応じて［詳細設定］ボタンをタップし、スキャン設定を行います。

補足 ･ 設定項目については、「5.1.2 スキャン時の設定項目」（P.121）を参照してください。
･ 設定項目を変更すると、その設定情報がテキストフィードバックに反映されます。テキス
トフィードバックを上下にフリックすると、他の設定項目を確認できます。

･ ドキュメントを閉じると、変更した設定項目は初期値に戻ります。初期値の設定について
は「初期値の設定」（P.128）を参照してください。
･ 複数のスキャナーが登録されている場合は、［通常使用するスキャナー］でスキャンされ
ます。スキャナーを変更する場合は、［詳細設定］の［スキャナー名］をタップして、ス
キャナーを選択してください。
［通常使用するスキャナー］については、「通常使用するスキャナーの変更」（P.126）を
参照してください。

 5. ［スキャン］ボタンをタップします。
スキャンが開始されます。スキャン実行後に、［プレビュー表示］の設定に応じてスキャン結果
が表示されます。

注記 ･ スキャン実行中に、何らかの原因でスキャンが動作しなくなった場合、本アプリケーショ
ンのジョブ実行画面上の［中止］ボタンをタップすることで強制的にスキャンを中止する
ことができます。
ただし、タイミングによってはスキャンを中止できない場合があります。

補足 ･ 複数のスキャナーが登録されている場合、［スキャン時にスキャナーを選択する］をオン
に設定していると、スキャナーが選択できます。設定については、「スキャン時にスキャ
ナーを選択する」（P.129）を参照してください。
･［出力ファイル形式］が［PDF］で、［プレビュー表示］の設定がオンの場合に、スキャン
直後にプレビューが表示されます。
［プレビュー表示］の設定については、「プレビュー表示の設定」（P.129）を参照してく
ださい。
･［プレビュー表示］の設定がオフの場合は、プレビューは表示されません。スキャン実行
後に、ドキュメント一覧にスキャンした文書が追加されます。

テキストフィードバック
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･［出力ファイル形式］で［TIFF/JPEG自動］、［TIFF］、または［JPEG］を選択してスキャ
ンした場合は、ドキュメント一覧にフォルダーが新たに作成されて、そのフォルダー内に
スキャン結果が保存されます。
･ iPadおよび複合機が接続されているネットワークが高負荷になっている場合、スキャンに
失敗することがあります。しばらくしてからやり直してください。
･ 原稿が詰まるなどの複合機のエラーが起きた場合は、複合機の操作パネルの指示に従って
操作してください。複合機で再スキャンができない場合は、本アプリケーションの［中
止］ボタンをタップし、スキャンをやり直してください。

5.1.2 スキャン時の設定項目
スキャン実行時の設定項目を説明します。

カラーモード
カラーモードを選択します。

出力ファイル形式
出力ファイル形式を選択します。

注記 ･［カラーモード］と［出力ファイル形式］の組み合わせによっては、本アプリケーション
で閲覧できないファイル形式でスキャンされる可能性、または指定したファイル形式でス
キャンされない可能性があります。
下記の組み合わせで設定した場合は、警告メッセージが表示され、複合機のスキャン仕様
に従ってスキャンされます。

 自動  フルカラー  白黒（2階調）  グレースケール（256階調）

 TIFF/JPEG自動  TIFF  JPEG  PDF  DocuWorks
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補足 ･ PDFファイルやDocuWorksファイルで出力した場合に、本アプリケーションでの編集が
可能です。
･［TIFF/JPEG自動］、［TIFF］、または［JPEG］を選択した場合、表示されているスペース
上にフォルダーが新規に作成されます。そのフォルダー内にスキャン文書が格納されま
す。

読み取り解像度
読み取り解像度を選択します。

両面原稿送り
両面原稿の向きを選択します。

補足 ･ 自動両面原稿送り装置を使用する場合にのみ、両面原稿送りが可能です。

原稿の画質
原稿の画質を選択します。

読み取りサイズ
読み取りサイズを選択します。

補足 ･［自動検知］を選択しても、スキャン実行時に複合機で読み取れなかった場合は、複合機
の操作で読み取りサイズを指定する必要があります。

ミックスサイズ原稿送り
ミックスサイズ原稿送りを実行するかしないかを選択します。

補足 ･ 自動両面原稿送り装置を使用する場合にのみ、ミックスサイズ原稿送りが可能です。

カラーモード 出力ファイル形
式 警告内容

自動 TIFF 本アプリケーションで閲覧できないファイル
形式でスキャンされる可能性がある。

JPEG 指定したファイル形式でスキャンされない可
能性がある。

フルカラー TIFF 本アプリケーションで閲覧できないファイル
形式でスキャンされる可能性がある。

白黒（2階調） JPEG 指定したファイル形式でスキャンされない可
能性がある。

グレースケール TIFF 本アプリケーションで閲覧できないファイル
形式でスキャンされる可能性がある。

 200 dpi  300 dpi

 片面  両面（左右開き）  両面（上下開き）

 文字/写真  文字  写真

 自動検知  A3 よこ  A4 よこ  A4 たて
 A5 よこ  B4 よこ  B5 よこ  B5 たて
 写真Lサイズ よこ  郵便はがき よこ

 しない  する
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原稿セット向き
原稿のセット向きを選択します。

スキャナー名
登録済みのスキャナーからスキャナーを選択します。

補足 ･［スキャナーを追加］をタップすると、スキャナーを追加できます。操作方法は、「5.2 ス
キャナーの設定」（P.124）を参照してください。

スキャン設定一覧の並び替え
スキャン設定一覧では、設定項目を並び替えることができます。

 1. ［編集］をタップします。
設定項目の右側にアイコン が表示されます。

 読める向き  左向き
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 2. アイコンを並び替える位置にドラッグ&ドロップします。

 3. ［完了］ボタンをタップします。

5.2 スキャナーの設定
ナビゲーション表示部の右側にある［設定］ボタン →［スキャン］では、スキャナーの登録や削
除、通常使用するスキャナーの変更、初期値やプレビュー表示の設定が行えます。
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設定を始める前に
スキャナーを設定するには、複合機の設定と確認が必要です。
設定および確認は、複合機の機械管理者でログインして行います。

注記 ･ 複合機の認証方式が［本体認証］の場合のみ、スキャンを実行できます。

参照 ･ 複合機の操作については、複合機のマニュアルを参照してください。

 1. 複合機の〈認証〉ボタンを押します。

 2. 機械管理者IDを入力し、［確定］をタッチします。

 3. パスワードを入力する場合は、［次へ］をタッチし、機械管理者のパスワードを入力し
て［確定］をタッチします。

補足 ･ 機械管理者IDおよびパスワードは、複合機の管理者に確認してください。

認証方式の設定

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
［仕様設定/登録］→［認証/セキュリティ設定］→［認証の設定］→［認証方式の設定］

 2. ［本体認証］を選択します。
ユーザーの登録

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
［仕様設定/登録］→［認証/セキュリティ設定］→［認証の設定］→［ユーザー登録/集計確認］

 2. 「User ID」、「パスワード」を設定します。
その他の項目は、必要に応じて設定してください。

 IPアドレスの確認

 1. 複合機の〈機械確認（メーター確認）〉ボタンを押します。

 2. IPアドレスを確認します。
Bonjour起動の確認

 1. 複合機のメニュー画面を次の順にタッチします。
［仕様設定/登録］→［ネットワーク設定］→［ポート設定］→［Bonjour］

 2. ポートが［起動］になっていることを確認します。

スキャナーの登録
本アプリケーションで使用するスキャナーを登録します。

 1. ［スキャン］→［スキャナーを追加］をタップします。
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 2. ［スキャナー名］をタップし、登録するスキャナー名を入力します。

 3. ［IPアドレス］をタップし、複合機のIPアドレスを入力します。
補足 ･［スキャナーの検索］をタップして、同じサブネット上にあるスキャナーを検索します。

見つかったスキャナーをタップすると、IPアドレスとスキャナー名が入力されます。
･ 検索した結果、スキャナーが見つからなかった場合は、なにも表示されません。

 4. ［ユーザー名］をタップし、複合機で登録したユーザーのUser IDを入力します。
補足 ･ スキャンを実行するには、機械管理者または複合機に登録されたユーザーで、複合機にロ

グインする必要があります。
参照 ･ 複合機にユーザー登録する方法は、「ユーザーの登録」（P.125）を参照してください。

 5. ［パスワード］をタップし、複合機で登録したユーザーのパスワードを入力します。

 6. ［保存］をタップし、スキャナー一覧画面にスキャナーが登録されていることを確認し
ます。

通常使用するスキャナーの変更
登録されたスキャナーの一番上に表示されているスキャナーは、「通常使用するスキャナー」とし
て設定されています。
スキャナーを 2つ以上登録した場合は、登録スキャナーの順序を入れ替えることにより、「通常使
用するスキャナー」を変更することができます。

 1. ［編集］をタップします。
設定項目の右側にアイコン が表示されます。
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 2. 通常使用するスキャナーのアイコンを一番上にドラッグ&ドロップします。

 3. ［完了］をタップします。
通常使用するスキャナーが変更されます。

スキャナーの編集
登録済みのスキャナーの設定を編集します。

 1. 編集するスキャナーをタップします。

 2. 編集したい項目をタップして、入力します。

 3. ［OK］をタップします。

 4. ［保存］をタップします。
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スキャナーの削除
登録済みのスキャナーを削除します。

 1. 削除するスキャナーをタップします。

 2. ［スキャナーの削除］ボタンをタップします。

 3. 確認のダイアログボックスで、［OK］をタップします。
スキャナーが削除されます。

初期値の設定
スキャナー設定項目の初期値が設定できます。

補足 ･ 設定項目については、「5.1.2 スキャン時の設定項目」（P.121）を参照してください。ただし、［ス
キャナー名］に初期値の設定はありません。
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プレビュー表示の設定
スキャン結果をプレビュー表示するかしないかを選択します。
プレビュー表示ができるのは［出力ファイル形式］が［PDF］、または［DocuWorks］の場合です。

 1. ［スキャン］をタップします。

 2. ［プレビュー表示］でオンまたはオフを選択します。

スキャン時にスキャナーを選択する
スキャン時にスキャナーを選択するかしないかを選択します。

 1. ［スキャン］をタップします。

 2. ［スキャン時にスキャナーを選択する］でオン、またはオフを選択します。



5.2  スキャナーの設定

130



6  サーバー連携

131

6 サーバー連携

本アプリケーションから、DocuShareサーバー、またはWebDAVサーバーに連携することができ
ます。
ここでは、WebDAVサーバーの画面を例に説明します。

6.1 サーバーにアクセスする
サーバーにアクセスするときの操作、設定項目について説明します。

6.1.1 サーバースペースの追加
サーバーのドキュメントの格納場所として、スペース表示部にスペースを追加できます。

DocuShareサーバー
注記 ･ DocuShare サーバーの場合、下記の手順で追加したサーバースペースには、直接ドキュメントを

アップロードすることはできません。サーバー内のフォルダーをスペースに追加し、そのスペース
にドキュメントをアップロードしてください。スペースの追加方法については、「6.1.3 アップロー
ド用スペースの追加」（P.136）を参照してください。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］→［DocuShare］をタップします。
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 2. ［スペース名］をタップし、任意のDocuShareサーバースペース名を入力します。

補足 ･ 本アプリケーションの「スペース」は、DocuShareの「スペース」機能とは異なります。
本アプリケーションの「スペース」は、ドキュメント格納先を表示するものです。

 3. ［アイコン］をタップし、DocuShareサーバースペースのアイコンを選択します。

 4. ［IPアドレス］をタップし、DocuShareサーバーのIPアドレスを入力します。
補足 ･ IPアドレスだけでなく、ドメイン名（FQDN）でも入力できます。

 5. ［ポート番号］をタップし、DocuShareサーバーのポート番号を入力します。
補足 ･ デフォルトでは、［80］に設定されています。ただし、［SSL］をオンに設定すると、ポー

ト番号は［443］に設定されます。

 6. ［パス］をタップし、DocuShareのWebDAVパスを入力します。
補足 ･ DocuShareの［パス］のデフォルト設定は［docushare/webdav］です。パスが不明、ま

たは変更されている場合は、DocuShare管理者に確認してください。

 7. ［ユーザー名］をタップし、DocuShare サーバーにアクセスできるユーザー名を入力
します。

注記 ･ iPad単位で、すべてのDocuShareサーバースペースには同じユーザー名を設定してくだ
さい。DocuShareサーバースペースごとに異なるユーザー名は設定しないでください。

補足 ･ DocuShare の Web サイトログイン時に「DocuShare」以外のドメインを指定するサー
バーに本アプリケーションからアクセスする場合は、「ドメイン名/」をユーザー名の前に
入力してください。
･ ユーザー名を入力しなくてもスペースの登録は可能です。DocuShare サーバーにアクセ
スするときに、ユーザー名を入力してください。

 8. ［パスワード］をタップし、［ユーザー名］に入力したユーザーのパスワードを入力し
ます。

補足 ･ パスワードを入力しなくてもスペースの登録は可能です。DocuShare サーバーにアクセ
スするときに、パスワードを入力してください。
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9. SSL接続をする場合は、［SSL］をオンにします。

補足 ･［SSL］をオンにすると、ポート番号は［443］に設定されます。オフにすると［80］に
設定されます。

10. ［ログイン方法］をタップし、サーバーアクセス時のログイン方法を選択します。
［自動ログインする］、［パスワードのみ入力］、［ユーザー名とパスワードを入力］から選択しま
す。

補足 ･ 本アプリケーションで操作できる内容は、サーバーで設定したアクセス権により異なりま
す。

11. ［タイムアウト時間］をタップし、サーバーアクセス時のサーバーからの応答待ち時間
を選択します。
［60秒］、［120秒］、［180秒］、［240秒］、［300秒］から選択します。

補足 ･ タイムアウトによってセッションが切断される場合は、メッセージが表示されます。

12. ［保存］をタップします。
DocuShareサーバースペースが追加されます。

補足 ･ 同じ内容のスペースが存在している場合でも、新規にスペースを追加できます。

WebDAVサーバー
WebDAVサーバーのドキュメントの格納場所として、スペース表示部にスペースを追加できます。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］→［WebDAV］をタップします。
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 2. ［スペース名］をタップし、任意のWebDAVサーバースペース名を入力します。

補足 ･［サーバーを検索］をタップすると、サーバーの検索が行われます。検索した結果、該当
サーバーがない場合には何も表示されません。

 3. ［アイコン］をタップし、WebDAVサーバースペースのアイコンを選択します。

 4. ［IPアドレス］をタップし、WebDAVサーバーのIPアドレスを入力します。
補足 ･ IPアドレスだけでなく、ドメイン名（FQDN）でも入力できます。

 5. ［ポート番号］をタップし、WebDAVサーバーのポート番号を入力します。
補足 ･ デフォルトでは、［80］に設定されています。ただし、［SSL］をオンに設定すると、ポー

ト番号は［443］に設定されます。

 6. ［パス］をタップし、WebDAVパスを入力します。
補足 ･ 表示するURLが「http://xxx.xxx.co.jp/share/」の場合は、パスに「share」を入力します。

URLが不明な場合は、WebDAVサーバー管理者に確認してください。

 7. ［ユーザー名］をタップし、WebDAV サーバーにアクセスできるユーザー名を入力し
ます。

注記 ･ iPad単位で、すべてのWebDAVサーバースペースには同じユーザー名を設定してくださ
い。WebDAVサーバースペースごとに異なるユーザー名は設定しないでください。

補足 ･ ユーザー名を入力しなくてもスペースの登録は可能です。WebDAV サーバーにアクセス
するときに、ユーザー名を入力してください。

 8. ［パスワード］をタップし、［ユーザー名］に入力したユーザーのパスワードを入力し
ます。

補足 ･ パスワードを入力しなくてもスペースの登録は可能です。WebDAV サーバーにアクセス
するときに、パスワードを入力してください。

 9. SSL接続をする場合は、［SSL］をオンにします。
補足 ･［SSL］をオンにすると、ポート番号は［443］に設定されます。オフにすると［80］に

設定されます。
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10. ［ログイン方法］をタップし、サーバーアクセス時のログイン方法を選択します。
［自動ログインする］、［パスワードのみ入力］、［ユーザー名とパスワードを入力］から選択しま
す。

補足 ･ 本アプリケーションで操作できる内容は、サーバーで設定したアクセス権により異なりま
す。

11. ［タイムアウト時間］をタップし、サーバーからの応答時間を選択します。
［60秒］、［120秒］、［180秒］、［240秒］、［300秒］から選択します。

補足 ･ タイムアウトによってセッションが切断される場合は、メッセージが表示されます。

12. ［保存］をタップします。
WebDAVサーバースペースが追加されます。

補足 ･ 同じ内容のスペースが存在している場合でも、新規にスペースを追加できます。

6.1.2 サーバーへのログイン
サーバーへログインする操作手順について説明します。

補足 ･ 本アプリケーションは、UTF-8 に対応しています。UTF-8 以外の文字コードを扱う環境と連携す
る際は、フォルダー名やファイル名が文字化けすることがあります。

 1. スペース表示部のサーバースペースをタップします。

［ログイン方法］が［自動ログインする］の場合
1. 自動ログインし、ドキュメント一覧画面が表示されます。
［ログイン方法］が［パスワードのみ入力］の場合
1. ログイン画面が表示されます。
［ユーザー名］を確認し、［パスワード］を入力します。

2. ［OK］をタップします。
認証が成功すると、ドキュメント一覧画面が表示されます。
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［ログイン方法］が［ユーザー名とパスワードを入力］の場合
1. ログイン画面が表示されます。
［ユーザー名］と［パスワード］を入力します。

2. ［OK］をタップします。
認証が成功すると、ドキュメント一覧画面が表示されます。

注記 ･［ログイン方法］が［ユーザー名とパスワードを入力］の場合、iPad単位ですべてのDocuShare
サーバーまたはWebDAVサーバーには、それぞれ同じユーザー名でログインしてください。

補足 ･［ログイン方法］が［自動ログインする］の場合、サーバースペース設定時に誤ったユー
ザー名やパスワードを入力していると、エラーメッセージが表示されログインできませ
ん。正しい［ユーザー名］と［パスワード］を入力してログインしてください。
･ 入力した［ユーザー名］と［パスワード］は、ログアウトするまで保持されます。

6.1.3 アップロード用スペースの追加
サーバーにアップロードするためのスペースを追加する操作手順について説明します。

補足 ･ DocuShareサーバーの場合、サーバースペースには直接ドキュメントをアップロードすることがで
きないので、アップロード用のスペースを追加する必要があります。

 1. サーバースペースをタップしてログインします。

補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「6.1.2 サーバーへのログイン」（P.135）
を参照してください。

 2. サーバースペースの中からスペースとするフォルダーを長押しします。
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 3. そのフォルダーをスペース表示部にドラッグ&ドロップします。

補足 ･ すでに同じスペースが存在している場合でも、新規にスペースを追加できます。

スペース表示部にスペースが追加されます。

6.1.4 ドキュメントのアップロード
ドキュメントをアップロードする方法は、サムネール表示の場合とリスト表示の場合とでは異なり
ます。

補足 ･ DocuShareのサイトホームには、ドキュメントをアップロードできません。
「トップレベルコレクション」フォルダー、または「トップレベルコレクション」フォルダー以下
に格納されているフォルダーをスペースとして登録して、そのスペースにアップロードします。

サムネール表示の場合

 1. ローカルスペースに表示されているドキュメントを長押しします。
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 2. スペース表示部のサーバースペースにドラッグ&ドロップします。

 3. ［移動］または［コピー］をタップします。

ドキュメントがサーバーにアップロードされます。

補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「6.1.2 サーバーへのログイン」（P.135）
を参照してください。
･ アップロードするドキュメント数が、［移動］/［コピー］のカッコ内に表示されます。
･ サーバーに同じ名前のドキュメントがある場合、アップロードできません。名前を変更し
てアップロードしてください。
･ WebDAV サーバーの場合、登録したサーバースペースの下層のフォルダーにアップロー
ドするには、あらかじめそのフォルダーをスペースとして登録する必要があります。
･ 複数のドキュメントを同時にアップロードする場合は、［操作］ボタンで操作してくださ
い。操作手順は、「リスト表示の場合」（P.139）を参照してください。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。
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リスト表示の場合

 1. ファンクション表示部の［操作］ボタンをタップします。

 2. ローカルスペースに表示されているドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。

 4. 表示されたポップオーバービューから、アップロードするサーバースペースを指定し、
［移動］または［コピー］をタップします。

ドキュメントがサーバーにアップロードされます。
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補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「6.1.2 サーバーへのログイン」（P.135）
を参照してください。
･ アップロードするドキュメント数が、［移動］/［コピー］のカッコ内に表示されます。
･ サーバーに同じ名前のドキュメントがある場合、アップロードできません。名前を変更し
てアップロードしてください。
･ 登録したサーバースペースの下層のフォルダーにアップロードする場合は、あらかじめそ
のフォルダーをスペースとして登録する必要があります。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。

6.1.5 ドキュメントのダウンロード
ドキュメントをダウンロードする方法は、サムネール表示の場合とリスト表示の場合とでは異なり
ます。

サムネール表示の場合

 1. サーバースペースに表示されているドキュメントを長押しします。

 2. スペース表示部のローカルスペースにドラッグ&ドロップします。

 3. 表示されたダイアログボックスで［コピー］をタップします。
ドキュメントがローカルスペースにダウンロードされます。

補足 ･ 複数のドキュメントを同時にダウンロードする場合は、［操作］ボタンで操作してくださ
い。操作手順は、「リスト表示の場合」（P.141）を参照してください。
･ サーバースペースのドキュメントはコピーできますが、移動はできません。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。
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リスト表示の場合

 1. ファンクション表示部の［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。また、ファン
クション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. サーバースペースに表示されているドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。

 4. 表示されたポップオーバービューの中から、ダウンロード先のローカルスペースを指
定し、［コピー］をタップします。
ドキュメントがローカルスペースにダウンロードされます。

補足 ･ サーバースペースのドキュメントはコピーできますが、移動はできません。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。

6.1.6 サーバーからのログアウト
サーバーからログアウトする操作手順について説明します。

 1. ログアウトボタン をタップします。
ドキュメント一覧画面上のドキュメントが非表示になります。

補足 ･ 再度、ログインする場合は、更新ボタン 、またはサーバースペースをタップしてくだ
さい。
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7 クラウド連携

本アプリケーションから、Working Folderに連携することができます。

補足 ･ Working Folderは弊社が提供する有料のストレージサービスです。詳細は、弊社公式ホームページ
または弊社営業担当にご相談ください。

7.1 Working Folderにアクセスする
Working Folderにアクセスするときの操作、設定項目について説明します。

7.1.1 クラウドスペースの追加
Working Folderのドキュメントの格納場所として、スペース表示部にスペースを追加できます。

注記 ･ 下記の手順で追加したクラウドスペースには、直接ドキュメントをアップロードすることはできま
せん。Working Folder内のフォルダーをスペースに追加し、そのスペースにドキュメントをアップ
ロードしてください。スペースの追加方法については、「7.1.4 アップロード用スペースの追加」
（P.147）を参照してください。
･ 次の手順で追加できるクラウドスペースは、1つだけです。

 1. ［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］→［Working Folder］をタッ
プします。
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 2. ［スペース名］をタップし、Working Folderクラウドスペース名を入力します。

 3. ［アイコン］をタップし、Working Folderクラウドスペースのアイコンを選択します。

 4. ［ユーザー名］をタップし、Working Folderにアクセスできるユーザー名を入力しま
す。

 5. ［タイムアウト時間］をタップし、Working Folderアクセス時のWorking Folderか
らの応答待ち時間を選択します。
［60秒］、［120秒］、［180秒］、［240秒］、［300秒］から選択します。

補足 ･ タイムアウトによってセッションが切断される場合は、メッセージが表示されます。

 6. ［保存］をタップします。
Working Folderクラウドスペースが追加されます。
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7.1.2 Working Folderへのログイン
Working Folderへログインする操作手順について説明します。

注記 ･ Working Folderのモバイル端末のアクセス制限機能が有効な場合、「Working Folderのモバイルア
クセス制限」（P.94）を参照し、モバイルアプリIDを生成してください。また、生成したモバイル
アプリIDは必ずWorking Folderに登録してください。

 1. スペース表示部の任意のクラウドスペースをタップします。
ログイン画面が表示されます。

 2. ［ユーザー名］を確認し、［パスワード］を入力します。

補足 ･［ユーザー名］に、Working Folderクラウドスペースを追加したときとは違うユーザー名
を入力して、ログインすることもできます。ただし、ユーザー名はWorking Folderにア
クセスできるユーザー名を入力してください。
･ 違うユーザー名でログインした場合、ログインに成功したユーザー名が［設定］ボタン

→［スペース］→［スペースを追加］→［Working Folder］の［ユーザー名］に設定
されます。

 3. ［OK］をタップします。
補足 ･ 入力した［パスワード］は、ログアウトするまで保持されます。

･ Working Folder クラウドスペースが複数ある場合、いずれかにログインするとすべての
クラウドスペースに一括でログインします。

認証が成功すると、複数キャビネットを利用しているユーザーの場合は、キャビネットを選択
するダイアログが表示されます。

補足 ･ 単一キャビネットを利用しているユーザーの場合は、キャビネットを選択するダイアログ
は表示されません。認証成功後にキャビネットの内容が表示されます。
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 4. 表示するキャビネットを選択します。

キャビネットの内容が表示されます。

7.1.3 キャビネットの切り替え
複数キャビネットを利用しているユーザーでログインした場合に、キャビネットを切り替えること
ができます。

 1. サブファンクション表示部のキャビネットボタン をタップします。
キャビネットを選択する画面が表示されます。

補足 ･ 単一キャビネットを利用しているユーザーの場合、キャビネットボタン は表示されま
せん。

 2. 表示するキャビネットを選択します。

キャビネットが切り替わります。
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7.1.4 アップロード用スペースの追加
Working Folderにアップロードするためのスペースを追加する操作手順について説明します。

補足 ･［設定］ボタン →［スペース］→［スペースを追加］で作成したWorking Folderクラウドスペー
スには、直接ドキュメントをアップロードすることができないので、アップロード用のスペースを
追加する必要があります。

 1. Working Folderクラウドスペースをタップしてログインします。

補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「7.1.2 Working Folder へのログイン」
（P.145）を参照してください。
･ 必要に応じてキャビネットを切り替えてください。切り替える方法については、「7.1.3
キャビネットの切り替え」（P.146）を参照してください。

 2. Working Folder クラウドスペースの中からスペースとするフォルダーを長押ししま
す。
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 3. そのフォルダーをスペース表示部にドラッグ&ドロップします。

補足 ･ すでに同じスペースが存在している場合でも、新規にスペースを追加できます。

スペース表示部にスペースが追加されます。

7.1.5 ドキュメントのアップロード
ドキュメントをアップロードする方法は、サムネール表示の場合とリスト表示の場合とでは異なり
ます。

補足 ･ キャビネット直下には、ドキュメントをアップロードできません。
ドロワー、またはドロワー以下に格納されているフォルダーをスペースとして登録して、そのス
ペースにアップロードします。
･ あんしんドロワー、読み取り専用ドロワー、同期スペースへ、ドキュメントをアップロードするこ
とはできません。

サムネール表示の場合

 1. ローカルスペースに表示されているドキュメントを長押しします。
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 2. スペース表示部のクラウドスペースにドラッグ&ドロップします。

 3. ［移動］または［コピー］をタップします。

ドキュメントがWorking Folderにアップロードされます。

補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「7.1.2 Working Folder へのログイン」
（P.145）を参照してください。
･ アップロードするドキュメント数が、［移動］/［コピー］のカッコ内に表示されます。
･ 複数のドキュメントを同時にアップロードする場合は、［操作］ボタンで操作してくださ
い。操作手順は、「リスト表示の場合」（P.150）を参照してください。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。
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リスト表示の場合

 1. ファンクション表示部の［操作］ボタンをタップします。

 2. ローカルスペースに表示されているドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。

 4. 表示されたポップオーバービューから、アップロードするクラウドスペースを指定し、
［移動］または［コピー］をタップします。

ドキュメントがWorking Folderにアップロードされます。
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補足 ･ ログインが必要です。ログイン方法については、「7.1.2 Working Folder へのログイン」
（P.145）を参照してください。
･ アップロードするドキュメント数が、［移動］/［コピー］のカッコ内に表示されます。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。

7.1.6 ドキュメントのダウンロード
ドキュメントをダウンロードする方法は、サムネール表示の場合とリスト表示の場合とでは異なり
ます。

補足 ･ あんしんドロワーから、ドキュメントはダウンロードできません。

サムネール表示の場合

 1. クラウドスペースに表示されているドキュメントを長押しします。

 2. スペース表示部のローカルスペースにドラッグ&ドロップします。

 3. 表示されたダイアログボックスで［コピー］をタップします。
ドキュメントがローカルスペースにダウンロードされます。

補足 ･ 複数のドキュメントを同時にダウンロードする場合は、［操作］ボタンで操作してくださ
い。操作手順は、「リスト表示の場合」（P.152）を参照してください。
･ クラウドスペースのドキュメントはコピーできますが、移動はできません。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。
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リスト表示の場合

 1. ファンクション表示部の［操作］ボタンをタップします。
スペース表示部およびドキュメント表示部にチェックボックスが表示されます。また、ファン
クション表示部に各機能ボタンが表示されます。

 2. クラウドスペースに表示されているドキュメントをタップします。
チェックボックスにチェックマークが表示されます。

 3. ［移動/コピー］ボタンをタップします。

 4. 表示されたポップオーバービューの中から、ダウンロード先のローカルスペースを指
定し、［コピー］をタップします。
ドキュメントがローカルスペースにダウンロードされます。

補足 ･ クラウドスペースのドキュメントはコピーできますが、移動はできません。
･［設定］ボタン →［共通］→［転送完了通知］の設定をオンにした場合、確認のダイア
ログボックスが表示されます。その場合、［OK］をタップしてください。詳細は、「転送
完了通知」（P.94）を参照してください。
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7.1.7 Working Folderからのログアウト
Working Folderからログアウトする操作手順について説明します。

注記 ･ ログアウトすると、すべてのクラウドスペースから一括でログアウトされます。

 1. ログアウトボタン をタップします。
ログアウトの確認メッセージが表示されます。

 2. ［OK］をタップします。
ドキュメント一覧画面上のドキュメントが非表示になります。

補足 ･ 再度、ログインする場合は、更新ボタン 、またはクラウドスペースをタップしてくだ
さい。
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8 Appendix

8.1 注意/制限事項について
本アプリケーションを使用する上での注意、および制限事項について説明します。

ファイルサイズの大きいドキュメントを開く際の注意、制限事項
次の場合、iPad本体のメモリー不足により、本アプリケーションの動作が不安定になったり、終了
したりすることがあります。
 複数の他のアプリケーションを立ち上げている場合
 ページ数の多いファイルをばらす場合
 大量のファイルを一度の操作で束ねる場合
 サイズの大きなファイルをドキュメント一覧で表示する場合
 サイズが1MBを超えるスキャンデータを取り込む場合
例）複合機で原稿1枚を出力サイズ：A3、カラーモード：カラー、解像度：300dpiでスキャンした文書

 サイズが1MBを超える画像ファイルを開く場合
 サイズが20MBを超えるファイル（動画ファイルを除く）を開く場合
 サイズが1GBを超える動画ファイルを開く場合
 ページ数が1,000ページを超えるファイルを開く場合
 1ページのサイズが1MBを超えるファイルを開く場合
 ドキュメント一覧画面でサムネールが表示されないJPEGファイル、またはPNGファイルのファイル
フォーマット変換を行う場合

 Webスペースでサイズの大きなWebページを表示した場合や、表示履歴を大量に蓄積している場合
 サイズが100MBを超えるDocuWorks入れ物を開く場合

画像ファイル（TIFF）の注意、制限事項
 プレビュー表示では白黒の画像のみをサポートします。
 他社のアプリケーションで編集したファイルは表示できない場合があります。
 モバイル統合アプリケーションで編集したファイルを表示することはできません。
 マルチページの場合は先頭ページのみを表示します。
 大きな画像サイズや、高解像度のイメージには対応していません。白黒のA4サイズであれば300dpi、
白黒のA3サイズであれば200dpiの解像度までプレビュー表示が可能です。
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保存したPDFファイルの注意、制限事項
 本アプリケーションで保存したPDFファイルは、しおり、リンクの設定情報、本アプリケーション外
で編集付加された情報（アノテーション、レビューと注釈、フォーム、マルチメディアなど）が保持
されません。ドキュメントを束ねた場合とばらした場合も同様です。

 本アプリケーションで編集したアノテーション情報は、PC上で変更できません。
 本アプリケーションで保存したPDFファイルをPC上で閲覧するには、Adobe Reader 9/X/XIが必
要です。

保存した画像ファイルの注意、制限事項
本アプリケーションで保存した画像ファイルには、保存前の画像情報が反映されません。

DocuWorksファイルの注意、制限事項
セキュリティーが設定されたDocuWorksファイルは、プリントできません。

ファイル名の長さに関する注意、制限事項
本アプリケーションで利用可能なファイル名の長さは、拡張子を含めて255バイト以内です。
編集したファイルの保存、ファイル名の変更、ドキュメントを束ねる/ばらすなどの際に、ファイ
ル名をつける場合は、拡張子を含めて255バイトを超えるファイル名はつけられません。

アプリケーション連携時の注意、制限事項
［ローカルファイルの上書き保存］がオフの場合、他のアプリケーションから本アプリケーション
を指定してドキュメントを操作した場合、そのドキュメントはユーザースペースにコピーされま
す。ユーザースペースでファイル名が重複した場合、ファイル名は自動的に「（ファイル名）」＋「-
2」＋「（拡張子）」にリネームされます。ファイル名が255バイトを超える場合は、ユーザースペー
スにコピーされません。

写真スペース利用時の注意、制限事項
 写真スペースの初回アクセス時には、位置情報サービス利用の確認画面が表示されます。
 サムネール表示では、ファイル名は表示されません。
 リスト表示で表示されるファイル名は、本アプリケーションで自動に割り振られたファイル名です。
 リスト表示では、ファイルサイズは表示されません。
 他のスペースから写真スペースへドキュメントをコピーするときは、ファイル名が引き継がれませ
ん。

 写真スペース内の画像ファイルや動画ファイルは、削除、他のスペースへの移動、名前変更ができま
せん。また、フォルダー作成、束ねる、ばらす機能は利用できません。

 他のスペースから写真スペースへ画像ファイル（TIFF）をコピーするとき、ファイルフォーマットを
JPEGに変換してコピーします。
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 画像ファイル（TIFF）がマルチページの場合は、先頭ページのみがJPEGに変換されてコピーされま
す。

 ファイルサイズが大きいなどの理由でサムネール表示ができない画像ファイル（TIFF）は、写真ス
ペースにコピーできません。

Webスペースでドキュメントを表示する際の注意、制限事項
 HTTP、HTTPS以外のプロトコルへリンクしているWebページは表示できません。
また、Webページ内のリンクがHTTP、HTTPS以外のプロトコル以外を参照している場合も、表示
することができません。

 iPadの設定時刻がずれている場合、正確にWebページを表示できない場合があります。
 HTTPSでWebページにアクセスする場合に、アクセス先の証明書が信頼できないときはWebページ
を表示できません。

 Webページが自動で閉じようとする処理は動作しません。

Webスペースでドキュメントをダウンロードする際の注意、制限事項
ダウンロードとCookieが紐付いている場合、Cookieの削除を行うとそのダウンロードが失敗する
ことがあります。

Webページを変換する際の注意、制限事項
 変換後のドキュメントが複数ページになる場合、Webページのレイアウトによっては、文字列や画像
の途中で改ページされます。

 Webページに動画が埋め込まれている場合、動画部分を変換することはできません。

同期スペース利用時の注意、制限事項
 Working Folder のフォルダーやドロワーからドキュメントを削除したあと、同期スペースで一括で
同期すると、iPadにダウンロードしたドキュメントも削除されます。

 同期スペースへのログインに失敗した場合、エラーの表示やログイン画面の再表示はありません。ロ
グインの結果は、同期スペースのプロパティに表示されます。同期スペースのプロパティを表示する
には、ナビゲーション表示部のスペース名をタップしてください。
ログイン画面を再表示するには、別のスペースを一度タップしてから同期スペースをタップしてくだ
さい。

 同期を行うのは、同期スペースに指定したフォルダーやドロワーの直下にあるファイルのみです。同
期スペース内にあるフォルダーは同期することができません。

 同期処理や差分チェックを行っている間は、同期スペースの設定変更や削除を行うことはできませ
ん。

 同期スペース内のファイルをコピーまたは移動しているときは、その同期スペースを削除することは
できません。

 同期スペースをオフラインモードに切り替えても、Working Folderからはログアウトされません。
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 オフラインモードに切り替えた場合、本アプリケーションを再起動してもオフラインの状態は変わり
ません。

［ユーザースペース内の全削除］機能利用時の注意、制限事項
［ユーザースペース内の全削除］を行っても、スペース表示部に表示されているローカルスペース
は削除されません。手動でローカルスペースを削除してください。

パスコード認証画面がロックされた場合について
パスコード認証画面でロックされた場合は、本アプリケーションを再起動する必要があります。再
起動後、パスコードを再入力してください。

8.2 設定/データのバックアップ
iTunesの機能を利用することで、本アプリケーションの設定/データをバックアップすることがで
きます。
バックアップの範囲は、本アプリケーションで生成された次のファイルです。
 本アプリケーションで作成/スキャンしたファイル
 ユーザーが作成したスペース
 サーバーからローカルにコピーしたファイル
 本アプリケーションの環境設定

バックアップファイルを使用して復元したあとは、キャッシュを消去することを推奨します。

参照 ･ キャッシュの消去については「キャッシュを消去」（P.94）を参照してください。
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8.3 エラーメッセージ
本アプリケーションのエラー発生時に表示される主要なアラートビューについて、エラー内容およ
びその対処方法について説明します。

補足 ･ 下記の対処方法に従って対処しても正常に作動しない場合、弊社と有償サポート契約を締結頂いて
いるお客様については、契約締結時にご案内する弊社サポートセンターにお問い合わせいただけま
す。

メッセージ エラー内容 対処方法
フォルダーを移動できません。
送り側と受け側のフォルダーが
同じです。

フォルダーを同じパスへ移動 /コ
ピーした場合のエラー

送り側とは異なるパスのフォルダー
に、フォルダーを移動/コピーしてく
ださい。

フォルダーをコピーできません。
送り側と受け側のフォルダーが
同じです。
文書を開けませんでした。破損し
ている、またはサポートしていな
いファイル形式である可能性が
あります。

サポートしていないファイルを
開いた際のエラー

サポート対象のファイルフォーマッ
トを確認してください。
「1.1.2 サポートするファイルフォー
マット」（P.10）を参照してください。

文書を開けませんでした。アクセ
ス権がない、破損している、また
はサポートしていないファイル
形式である可能性があります。

サーバーから、サポートしていな
いファイルを開いた際のエラー

サポート対象のファイルフォーマッ
トを確認してください。
「1.1.2 サポートするファイルフォー
マット」（P.10）を参照してください。

開くためのアクセス権がない、
サーバーのファイルを開いた際
のエラー

サーバーのファイルのアクセス権が
付与されているかどうかを確認して
ください。

文書のファイルサイズが大きい
ため、動作が不安定になる可能性
があります。

1ページのサイズ、または文書の
ファイルサイズが大きいファイ
ルを開く際の警告

「ファイルサイズの大きいドキュメ
ントを開く際の注意、制限事項」
（P.155）を確認してください。

スペースがありません。
スペースのパスの設定を確認し
てください。

ローカルスペースに設定された
フォルダーが存在しない場合の
エラー

ローカルスペースに設定されたフォ
ルダーが存在することを確認してく
ださい。
フォルダーがない場合は、フォル
ダーを作成するか、存在するフォル
ダーを指定してください。
フォルダーの指定方法は、「3.3 ス
ペース」（P.96）を参照してください。

100個を超えるスペースは登録で
きません。

スペースの合計が 100 個以上に
なった際のエラー

不要なスペースを削除してから登録
してください。

プリンターを登録してください。 プリント実行時に、対象のプリン
ターが登録されていない場合の
エラー

プリンターが登録されていることを
確認してください。
プリンターの登録方法は、「4.2 プリ
ンターの設定」（P.112）を参照して
ください。
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プリンターに接続できませんで
した。

プリント実行時に、対象のプリン
ターに接続できなかった場合の
エラー

iPad とプリンターがネットワークに
接続されていることを確認してくだ
さい。また、Wi-Fiとネットワークが
有効になっていることを確認してく
ださい。

プリントデータを送信できませ
ん。

プリント実行中に、通信エラーが
発生した場合のエラー

iPad とプリンターがネットワークに
接続されていることを確認してくだ
さい。また、Wi-Fiとネットワークが
有効になっていることを確認してく
ださい。

選択された文書はサポートされ
ていないファイルの形式です。

プリント実行時にサポートして
いないファイルが選択されてい
た場合のエラー

プリントが可能なファイルフォー
マットを選択してプリントしてくだ
さい。
プリントが可能なファイルフォー
マットは、「1.1.2 サポートするファ
イルフォーマット」（P.10）を参照し
てください。

サーバーがありません。 サーバー /クラウドサービス接続
時に、対象のサーバー /クラウド
サービスに接続できなかった場
合のエラー

iPad とサーバー / クラウドサービス
が接続されていることを確認してく
ださい。

サーバー /クラウドサービスで制
限されている最大格納ファイル
サイズよりもサイズの大きな
ファイルの移動 / コピーを実行し
た場合のエラー

対象のサーバー / クラウドサービス
の最大格納ファイルサイズと移動 /
コピーする対象のファイルサイズを
確認してください。

認証できませんでした。
ユーザー名とパスワードを確認
してください。

サーバー /クラウドサービスへの
認証時に、認証が成功しなかった
場合のエラー

ユーザー名、パスワードが正しいこ
とを確認してください。

サーバー /クラウドサービスへの
移動/コピー時に、移動/コピー先
のフォルダーに対するアクセス
権がない場合のエラー

補足 ･ サーバー側の設定
に よ っ て 本 メ ッ
セージが表示され
ます。

エラーが発生したサーバーに対し
て、iPad と同じネットワークに接続
されたPCから、同じユーザーおよび
接続方法でアクセスし、同じの作業
が行えることを確認してください。

タイムアウトが発生しました。
ネットワークの状態を確認して
ください。

サーバー /クラウドサービスに対
して、ドキュメントのリスト情報
の取得、ドキュメントのダウン
ロード、ドキュメントのアップ
ロードを行った際に、一定時間応
答がなかった場合のエラー

エラーが発生したサーバーに対し
て、iPad と同じネットワークに接続
されたPCから、同じユーザーおよび
接続方法でアクセスしてください。
アクセスできない場合は、ネット
ワークに問題がある可能性がありま
す。

メッセージ エラー内容 対処方法
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選択したスペースは使用できま
せん。次のいずれかの可能性があ
ります。
 フォルダーが移動または削除さ
れている

 フォルダーのアクセス権がない
 ネットワークの問題によって
サーバーに接続していない

レスポンスコード：XXX

サーバー /クラウドサービスに対
して、ドキュメントのリスト情報
の取得、ドキュメントのダウン
ロード、ドキュメントのアップ
ロードを行った際に失敗した場
合のエラー

補足 ･ レスポンスコード
とは、本アプリケー
ションのリクエス
ト に 対 し て サ ー
バー /クラウドサー
ビスが応答した内
容です。

参照 ･ レスポンスコード
の詳細については
Request for 
Comments（略 称
RFC。インターネッ
トに関する技術の
標準を定める団体
である IETF が正式
に発行する文書）を
参照してください。

エラーが発生したサーバーに対し
て、iPad と同じネットワークに接続
されたPCから、同じユーザーおよび
接続方法でアクセスしてください。
アクセスできない場合は、次の原因
が考えられます。
 フォルダーが移動または削除され
ている。

 フォルダーのアクセス権がない。
 ネットワークに問題がある。

サーバー / クラウドスペースを
タップしたとき、または更新ボタ
ンをタップしたときに、文書管理
システム /クラウド側で該当のパ
スが存在していない、またはアク
セス権がない場合のエラー

エラーが発生したサーバーに対し
て、iPad と同じネットワークに接続
されたPCから、同じユーザーおよび
接続方法でアクセスし、スペース設
定で設定されているパスが存在して
いることを確認してください。

選択したスペースは使用できま
せん。次のいずれかの可能性があ
ります。
 フォルダーが移動または削除さ
れている

 フォルダーのアクセス権がない
 ネットワークの問題によって
サーバーに接続していない

クラウドサービスで、ログイン
ユーザー/パスワードは正しいが、
そのユーザーで利用できるキャ
ビネットが1つも存在しない場合
のエラー

エラーが発生したクラウドサービス
に対して、iPad と同じネットワーク
に接続されたPCから、同じユーザー
でログインし、利用可能なキャビ
ネットが存在するかどうかを確認し
てください。

保存できませんでした。 サーバー /クラウドサービスから
ドキュメントのダウンロード後、
アプリケーション内へデータを
保存する際に保存処理に失敗し
た場合のエラー

iPad の標準アプリケーションを利用
して、指定のファイル名（文字数、文
字種別）がiPad上で使用できること
を確認してください。

ページ操作を行い、その内容を新
しいファイルへ保存する際に保
存処理に失敗した場合のエラー

iPad の標準アプリケーションで指定
のファイル名が使用できない場合
は、iPad の標準アプリケーションで
使用できるファイル名に変更してく
ださい。

スキャンジョブを実行する権限
がありません。

スキャンジョブを実行できる権
限がない場合のエラー（実行でき
る設定ではない場合も含む）

複合機の操作パネルから、スキャン
ジョブを実行できる設定であるかを
確認してください。

メッセージ エラー内容 対処方法
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スキャンジョブを実行できませ
んでした。
スキャンジョブを実行する権限
や機能が制限されている可能性
があります。

指定のユーザー、パラメーター、
または複合機の状態において、ス
キャンジョブの実行が制限され
ている場合のエラー

指定のユーザー、またはパラメー
ターでスキャンジョブを実行するに
あたって、複合機の設定、状態に制
限がかかっていないかを確認してく
ださい。

複合機との接続に失敗しました。 複合機との通信に失敗した場合
のエラー

 複合機の電源が入っているかどう
かを確認してください。

 iPadで登録したスキャナーのIPア
ドレスが複合機の IP アドレスと同
じかどうかを確認してください。

 iPad と同じネットワークに接続さ
れたPC上から、iPadで登録したIP
アドレスの複合機にアクセスして
ください。アクセスできない場合
は、ネットワークに問題がある可能
性があります。

スキャナーが選択されていませ
ん。

スキャナーが１台も登録されて
いない場合のエラー

［設定］ボタン →［スキャン］を参
照し、スキャナーが登録されている
かどうかを確認してください。

スキャンジョブを実行できませ
んでした。

複合機への認証に失敗した場合
のエラー

 登録したスキャナーのユーザー名
とパスワードを確認してください。

 登録したスキャナーのユーザー名
とパスワードを使用して、複合機の
認証が成功するかどうかを確認し
てください。

スキャンジョブがキャンセルさ
れた場合のエラー

 複合機の状態（エラーなどが発生し
ていないか）を確認してください。

 複合機の操作パネルから、実行中の
ジョブを確認してください。

複合機がスキャンジョブを実行
できる設定になっていない場合
のエラー

スキャンの動作条件を満たしている
か確認してください。

複合機がスキャンを実行する
ユーザーでログインされていま
せん。

対象の複合機が未ログイン状態、
またはスキャナー指定のユー
ザー名とは異なるユーザーでロ
グインされている場合のエラー

複合機のパネルでログイン状態を確
認してください。
本アプリケーションで指定している
スキャンユーザー名と複合機のログ
インユーザーが一致しているかどう
かを確認してください。

変換処理できませんでした。 写真スペースからのファイルコ
ピー時に、PDF/DocuWorks文書
を選択した場合の、その変換処理
時のエラー

PC 上の他のアプリケーション
（DocuWorks Desk など）で変換処
理ができるかどうか確認してくださ
い。

メッセージ エラー内容 対処方法
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ユーザー名を入力してください。 DocuShare アクセス時にユー
ザー名が空であった場合のエ
ラー

次の値が空ではないことを確認して
ください。
 サーバースペース設定のユーザー
名設定

 ログイン画面での入力値

ファイル名に使用できない文字
が使われています。

ファイル名の変更で、本アプリ
ケーションで許可されていない
文字（*や?など）を使用した場合
のエラー

本アプリケーションで禁止されてい
る文字を使っていないかを確認して
ください。

入力値が正しくありません。
数値を入力してください。

プリンターやサーバースペース
の設定で、ポート番号に数値以外
の文字を入力し、設定しようとし
た場合のエラー

ポート番号は数値（0～ 65535）以
外を入力していないかどうかを確認
してください。

検索結果表示エラー
1000 件を超える検索結果は表示
できません。

検索処理で、検索結果が1,000件
を超えた場合のエラー

検索指定文字列を変更/追加し、再度
検索してください。

開くアプリケーションがありま
せん

［開く］ボタンをタップしたとき
に、連携可能な外部アプリケー
ションが存在しない場合のエ
ラー

連携可能なアプリケーションがイン
ストールされているかどうかを確認
してください。

回転できないページが含まれて
いるため、回転できません

回転対象のページの中に１ペー
ジでも回転できないページが含
まれていた場合のエラー

DocuWorks文書の対象のページに、
アノテーションがついていないこと
を確認してください。

パスコードの認証に３回失敗し
ました。
当アプリケーションをロックし
ます。
再起動してください。

パスコードオンの設定で、パス
コードの認証に3回失敗した場合
（本メッセージは、パスコード認
証画面内に表示される）

設定されている正しいパスコードを
入力してください。

パスコード認証できませんでし
た。

パスコード認証画面で、誤ったパ
スコードを入力した場合のエ
ラー

設定されている正しいパスコードを
入力したかどうかを確認してくださ
い。

パスコードが一致しません。もう
一度お試しください。

パスコードの変更の際、パスコー
ドの入力と再入力で値が異なっ
た場合のエラー

パスコード入力と再入力時に同じパ
スコードを設定したかどうかを確認
してください。

別のパスコードを入力してくだ
さい。同じパスコードは使用でき
ません。

パスコードを変更する際に、新し
いパスコードに、古いパスコード
と同じ値を設定しようとしたと
き

新しいパスコードに、古いパスコー
ドとは異なる値を設定したかどうか
を確認してください。

パスが最大長を超えています。 名前の変更で、ファイル /フォル
ダーのパスが、サポートしている
最大長を超えた場合のエラー

変更しようとしている名前が、最大
長を超えない値を設定しているかど
うかを確認してください。

名前が最大長を超えるため、ばら
すを実行できません。

［ばらす］を実行した場合、ばら
した後のファイル名が、サポート
している最大長を超えてしまう
場合のエラー

対象としているファイルのファイル
名が、サポート最大長の限界値に近
い値ではないかを確認してくださ
い。

メッセージ エラー内容 対処方法
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名前が最大長を超えるため、束ね
るを実行できません。

［束ねる］を実行した場合、束ね
た後のファイル名が、サポートし
ている最大長を超えてしまう場
合のエラー

対象としているファイルのファイル
名が、サポート最大長の限界値に近
い値ではないかを確認してくださ
い。

写真アルバムを利用できません。
このApp には写真およびビデオ
へのアクセス権がありません。
"プライバシー設定"でアクセスを
有効にできます。

写真スペースを登録し、そのス
ペースのドキュメント一覧を表
示しようとした場合のエラー

iPad の［設定］にある［プライバ
シー］の［写真］の設定で、本アプ
リケーションがオンになっているこ
とを確認してください。

フォルダーを移動できません。
移動先のフォルダーは移動元
フォルダーのサブフォルダーで
す。

フォルダーを移動する際に、自階
層下に移動しようとした場合の
エラー

指定した移動先が、移動元の階層下
のフォルダーではないことを確認し
てください。

フォルダーをコピーできません。
コピー先のフォルダーはコピー
元フォルダーのサブフォルダー
です。

フォルダーをコピーする際に、自
階層下にコピーしようとした場
合のエラー

指定したコピー先が、コピー元の階
層下のフォルダーではないことを確
認してください。

移動処理中のため、操作ができま
せん

ファイル /フォルダーの移動処理
中に、本アプリケーションが禁止
している操作を実施しようとし
た場合のエラー

移動処理中に、禁止されている操作
を行っていないかを確認してくださ
い。その後、移動処理終了後、再度
操作を行ってください。

すべての移動処理を中止します 実際のファイル / フォルダーの移
動処理前に、移動先の存在が確認
できなかった場合のエラー

移動先のスペースをタップし、正常
にドキュメント一覧が表示されるか
どうかを確認してください。

移動処理できませんでした。 移動処理中に何らかのエラーが
発生

 同じファイルでコピー操作が可能
かどうかを確認してください。

 移動先のスペースをタップし、アク
セスが可能であることを確認して
ください。

サポートしていないリンクです。 DocuWorks 文書内のリンクアノ
テーションをタップした場合の
エラー

DocuWorks Viewer Lightで、対象
のアノテーションが、サポート外の
以下のリンクかどうかを確認してく
ださい。
 プロファイル表示形式へのリンク
 他のファイルへのリンク

本アプリケーションがサポート
していないリンクをタップした
場合のエラー

Safariから同じページにアクセスし、
リンクをタップしてください。
本アプリケーションと同様にアクセ
スできない場合は、アクセスできな
いリンクです。

指定された文字列はありません
でした。

DocuWorks 文書検索で、検索文
字列が存在しなかった場合のエ
ラー

 検索対象文字列が、検索対象文字列
に含まれているかどうか確認して
ください。

 DocuWorks Viewer Light で、該
当の文字列で検索可能かどうかを
確認してください。

メッセージ エラー内容 対処方法
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アノテーションのリンク設定が
正しくありません。先頭ページを
開きます。

DocuWorks 文書のアノテーショ
ンのリンクにジャンプできな
かった場合のエラー

PC上のDocuWorks Deskで該当文
書を開き、リンクの設定が正しいか
を確認してください。

この文書はセキュリティ設定で
転記が禁止されています。
テキストのコピーは実行できま
せん。

DocuWorks 文書内のテキスト部
分を長押しし、その文字列をコ
ピーしたときのエラー

ファイルのプロパティで、転記が許
可されているかどうかを確認してく
ださい。

このファイルは表示できません。
開くことができない種類のセ
キュリティー文書です。

暗号化DocuWorks文書を開く際
のエラー

PC上のDocuWorks Deskなどで該
当の文書が、本アプリケーションで
サポートされているセキュリティー
設定かどうかを確認してください。

利用可能なキャビネットがあり
ません。

クラウドサービスが端末ごとに
アクセス制限の設定がされてい
る状態で、かつ対象のiPadから利
用可能なキャビネットが1つも存
在しない場合のエラー

［設 定］ボ タ ン →［共 通］→
［Working Folder のモバイルアクセ
ス制限］→［モバイルアプリ ID］で
モバイルアプリ IDを確認してくださ
い。また、クラウドサービス側でそ
のIDがアクセス許可端末のIDとして
登録されているかどうかを確認して
ください。

サーバーがありません。URLを確
認してください。

Webページへアクセス時に、ネッ
トワークに接続されていない場
合や、存在しないページ、本アプ
リケーションでサポートしてい
ないページを開こうとしたと場
合のエラー

iPad がネットワークに接続されてい
ない場合は、ネットワークに接続後、
アクセスできることを確認してくだ
さい。

ダウンロード失敗 Web スペースからファイルのダ
ウンロード時に、端末がネット
ワークに接続されていない場合
のエラー

iPad がネットワークに接続されてい
ない場合は、ネットワークに接続後、
ダウンロードできることを確認して
ください。

指定のページを変換できません
でした。

Web スペースのページ変換時に、
ユーザーが利用可能なストレー
ジの空き容量が不足している場
合や、メモリー不足の場合のエ
ラー

iPadの［設定］→［一般］→［情報］
で使用可能な容量を確認してくださ
い。空き容量が少ない場合は、不要
なファイルを削除するなどして空き
容量を増やしてください。
メモリー不足の場合は、使用中の他
のアプリを終了してください。

ネットワークエラー Web スペースでダウンロード時
のネットワークエラーよりファ
イルがダウンロードできなかっ
た場合のエラー

iPad がネットワークに接続されてい
ない場合は、ネットワークに接続後、
アクセスできることを確認してくだ
さい。

接続エラー Web スペースでダウンロード時
にネットワークエラーによりダ
ウンロード先に接続できなかっ
た場合のエラー

iPad がネットワークに接続されてい
ない場合は、ネットワークに接続後、
アクセスできることを確認してくだ
さい。

メッセージ エラー内容 対処方法
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保存エラー Webスペースでダウンロード後、
アプリケーション内にデータを
保存する際に保存処理に失敗し
た場合のエラー

iPad と同じネットワークに接続され
た PC からファイルをダウンロード
し、iTunes からアプリケーション内
に保存できることを確認してくださ
い。

指定のページは表示できません。 開くことができないページのリ
ンクをタップした場合のエラー

Safari で同じページが開けないこと
確認してください。

コピーできません。
このスペースにコピーできるの
は画像/動画ファイルのみです。

写真スペースに画像 / 動画以外の
ファイルをコピーしようとした
場合のエラー

画像ファイル / 動画ファイルのみを
選択し、写真スペースにコピーでき
ることを確認してください。

移動できません。
このスペースに移動できるのは
画像/動画ファイルのみです。

写真スペースに画像 / 動画以外の
ファイルを移動しようとした場
合のエラー

画像ファイル / 動画ファイルのみを
選択し、写真スペースに移動できる
ことを確認してください。

メール送信できません。
添付ファイルのサイズ、ファイル
数の上限値を超えています。

設定された添付ファイルの上限
サイズ、上限ファイル数を超える
ファイルをメール送信しようと
した場合のエラー

［設定］ボタン →［共通］→［メー
ル送信］で上限を確認してください。
また、上限内に収まるようにファイ
ルを選択してメール送信をしてくだ
さい。

コピー処理中のため、操作ができ
ません

コピー中の送り元ファイル、送り
先ファイルに対し操作をしよう
とした場合のエラー

コピー処理完了後に対象のファイル
を操作してください。

「http://」、もしくは「https://」
から入力して下さい。

Web スペースの設定で、URL の
先頭を http:// または https:// 以
外で入力し、保存しようとした場
合のエラー

http:// または https:// から始まる
URLを入力してください。

iTunes Storeに接続できません。
ネットワークの設定を確認して
ください。

iPad でネットワーク接続ができ
ない設定になっている場合のエ
ラー

お使いのiPadのネットワーク設定を
確認してください。

リストア処理がタイムアウトし
ました。

iTunes Store への接続に時間が
かかり、タイムアウトした場合の
エラー

ネットワーク環境を確認し、再度実
行してください。

アノテーションの追加に失敗し
ました。

メモリー不足など、何らかの理由
でアノテーションの登録に失敗
した場合のエラー

iPadの［設定］→［一般］→［情報］
で使用できる容量を確認してくださ
い。空き容量が少ない場合は、不要
なファイルを削除するなどして空き
容量を増やしてください。
メモリー不足の場合は、使用中の他
のアプリを終了してください。

これ以上登録できません。 すでに 10 個アノテーションが登
録されている状態で、アノテー
ションを登録しようとした場合
のエラー

登録されている不要なアノテーショ
ンを削除してください。

メッセージ エラー内容 対処方法
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アノテーションの登録に失敗し
ました。

メモリー不足など、何らかの理由
でアノテーションの登録に失敗
した場合のエラー

iPadの［設定］→［一般］→［情報］
で使用できる容量を確認してくださ
い。空き容量が少ない場合は、不要
なファイルを削除するなどして空き
容量を増やしてください。
メモリー不足の場合は、使用中の他
のアプリを終了してください。

この文書はセキュリティ設定で
転記が禁止されています。
アノテーションの登録は実行で
きません。

転記が禁止されている文書上の
アノテーションを登録しようと
した場合のエラー

DocuWorks 文書のセキュリティー
設定で転記の禁止を解除してくださ
い。

登録されているフォルダーまた
は文書が上限に達しています。

ス ペ ー ス に 設 定 し て い る
Working Folder 直下に格納され
ているファイルやフォルダーの
数が、上限に達した場合のエラー

PCのWebブラウザーからWorking
Folder にログインし、格納されてい
る不要なファイルやフォルダーを削
除してください。

メッセージ エラー内容 対処方法
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オープンソースについて
ASIHTTPRequest

Copyright (c) 2007-2011, All-Seeing Interactive All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the fol-
lowing conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the All-Seeing Interactive nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY All-Seeing Interactive ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL All-Seeing Interactive BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDI-
RECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUP-
TION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

gdata-objectivec-client
Copyright (c) 2008 Google Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  See the License
for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Apache License
Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
 "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
 "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, includ-
ing but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work
and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an origi-
nal work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separa-
ble from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
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 "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications
or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the
Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright
owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communica-
tion sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists,
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or other-
wise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. 
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, pub-
licly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. 
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide,
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have
made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination
of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation
against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses
granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. 
You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,

trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part o the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the fol-
lowing places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in
this License.

5. Submission of Contributions. 
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwith-
standing the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may
have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing
the content of the NOTICE file.
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7. Disclaimer of Warranty. 
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides
its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABIL-
ITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of
using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required
by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be lia-
ble to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages
for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or
losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance
of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional
liability.

json-framework
Copyright (C) 2009-2010 Stig Brautaset. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the fol-
lowing conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Reachability
Extensions Copyright (C) 2009 Donoho Design Group, LLC. All Rights Reserved.

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the fol-
lowing conditions are met:
 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following dis-
claimer.
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * Neither the name of Andrew W. Donoho nor Donoho Design Group, L.L.C. may be used to endorse or promote prod-
ucts derived from this software without specific prior written permission.
 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DONOHO DESIGN GROUP, L.L.C. "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-
RANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBU-
TORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
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CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apple's Original License on Reachability v2.0
 Disclaimer: IMPORTANT: This Apple software is supplied to you by Apple Inc. ("Apple") in consideration of your agree-
ment to the following terms, and your use, installation, modification or redistribution of this Apple software consti-
tutes acceptance of these terms.  If you do not agree with these terms, please do not use, install, modify or
redistribute this Apple software. 
 In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject to these terms, Apple grants you a
personal, non-exclusive license, under Apple's copyrights in this original Apple software (the "Apple Software"), to use,
reproduce, modify and redistribute the Apple Software, with or without modifications, in source and/or binary forms;
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and without modifications, you must retain this
notice and the following text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software.
 Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may be used to endorse or promote products
derived from the Apple Software without specific prior written permission from Apple.  Except as expressly stated in
this notice, no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any
patent rights that may be infringed by your derivative works or by other works in which the Apple Software may be
incorporated. 
 The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis.  APPLE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION
ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS. 
 IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICA-
TION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

ziparchive
The MIT License. Copyright (c) 2008 aish

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated docu-
mentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAM-
AGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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