
「VP Authoring StudioⅡ」PRIGS  【 製品のご案内 】   Text and Graphics Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（PDF Raster Image Generate System） 

－ Version 1.2.0 － 

 

【 製品のご案内 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「VP Authoring StudioⅡ」PRIGS  【 製品のご案内 】   Text and Graphics Inc. 

 

 

＜ 目次 ＞ 

1. はじめに .................................................................................................................................................... 1 

1.1. 概要 ................................................................................................................................................ 1 

1.2. 動作環境 .......................................................................................................................................... 1 

2. 起動方法 .................................................................................................................................................... 2 

2.1. 自動起動 .......................................................................................................................................... 2 

2.2. 手動起動 .......................................................................................................................................... 3 

3. 操作方法 .................................................................................................................................................... 5 

3.1. サービスの開始 .................................................................................................................................. 5 

3.2. 品種リストの取得 ............................................................................................................................... 6 

3.3. システムの再起動 ............................................................................................................................... 8 

3.4. システムの電源OFF ............................................................................................................................ 9 

3.5. 品種割り当て登録 ............................................................................................................................. 10 

3.6. 利用者 ID登録 ................................................................................................................................. 14 

3.7. PDF変換パラメータ登録 .................................................................................................................... 16 

3.8. PDFテキスト抽出領域登録 ................................................................................................................. 21 

3.9. システム動作設定 ............................................................................................................................. 34 

3.10. ジョブ設定 ...................................................................................................................................... 38 

3.11. 対象 PDFファイル設定 ...................................................................................................................... 40 

3.12. RIP動作手順 ................................................................................................................................... 50 

4. 操作・使用上の注意点 ................................................................................................................................ 58 



「VP Authoring StudioⅡ」PRIGS  【 製品のご案内 】   Text and Graphics Inc. 

1 

 

 

1. はじめに 

1.1. 概要 

 本製品「VP Authoring StudioⅡ」PDF Raster Image Generate System（以下、PRIGS）は、PDFファイルを高速で RIP（Raster 

Image Processor）処理して、画像受信機から要求された画像データを瞬時に送信する製品です。PRIGSメイン画面より選択し

た対象フォルダに格納されている PDFファイルが一覧で見易く表示されます。また、PDFファイルの印字にあたり、サイズや

表裏区分によって割り当てたい品種パターンを選択することが可能です。一覧表示された PDFファイルについては、RIP処理

の選択チェック、RIP処理を行う順番、開始ページ値および終了ページ値の入力指定も可能です。RIP処理を実行した PDFフ

ァイルは自動的にメイン画面の一覧および対象フォルダから削除されるため、ポストプロセッシングが減り効率的に作業を進め

ることができます。 

  

  

1.2. 動作環境 

＜コントローラ機器＞ 

対応OS Windows10 64bit版対応 

CPU マルチコアプロセッサ（3GHz以上）を推奨 

メモリ 128GB以上 

HDD 50GB以上の空き容量 

モニタ WXGA（1280×768）以上 （フル HD：1920×1080 を推奨） 

  

＜レンダリング機器＞ 

対応OS Windows10 64bit版対応 

CPU マルチコアプロセッサ（3GHz以上）を推奨 

メモリ 32GB以上 

HDD 50GB以上の空き容量 

モニタ WXGA（1280×768）以上 （フル HD：1920×1080 を推奨） 
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2. 起動方法 

2.1. 自動起動 

コントローラ機器、レンダリング機器１、レンダリング機器２（以下、コントローラ、レンダラ１、レンダラ２）の電源を入れ

各機器を起動します。 

「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSは、スタートアップ機能により上記の対象機器で自動的に起動します。 

※この場合は手動で起動する必要はありません。 

 

 

また、メイン画面起動時（サービス開始前）のコントロールはいずれも無効状態です。 

以下、メイン画面上に存在するコントロールの一覧になります。 

ジョブ設定 対象 PDFファイル設定 

品種割り当て選択 プルダウン 参照 ボタン 

利用者 ID選択 プルダウン （PDFファイルリスト） グリッド 

RIP動作表示 （PDF削除）する／しない ラジオボタン 

開始 ボタン （抽出対象）全て／未選択分／実施済分 ラジオボタン 

終了 ボタン （表示形式）全て／選択分 ラジオボタン 

  ↑／↓ 移動 ボタン 

  （表示順）No／選択番号 ラジオボタン 

 

  

メイン画面になります。 
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2.2. 手動起動 

 メイン画面操作中に「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSのメイン画面またはアプリケーションを閉じてしまった場合、以下の手

順で再起動してください。 

  

 ［ 手順１ ］ 

  コントローラ、レンダラ１、レンダラ２の各機器で起動中のアプリケーションを閉じます。 

 

 

 ［ 手順２ ］ 

  レンダラ（１, ２）、コントローラの順にデスクトップ上に配置されているショートカットアイコン（.bat）を実行することで

アプリケーションを手動で起動します。 

 

  また、コントローラのみ上記に加えてデスクトップに配置されているショートカットアイコン（.exe）も手動で起動します。 

  ※イメージは次のページをご覧ください。 

  

アプリケーションが正常に閉じたこと

をご確認ください。 

クリック 
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 ［ 手順３ ］ 

  「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSが正常に起動します。 

 

 

  

ショートカットアイコン（.bat）をダブルクリックします。 

対象機器はレンダラ１、レンダラ２、コントローラになります。 

ショートカットアイコン（.exe）をダブルクリックします。 

対象機器はコントローラのみになります。 

タスクバーおよびデスクトップに起動中のアプリケーションと

メイン画面が表示されていることをご確認ください。 
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3. 操作方法 

3.1. サービスの開始 

こちらの機能は、「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSのサービスを起動する機能になります。 

［ファイル（F）］メニューより「サービスの開始（S）」をクリックしてください。 

 

 

サービス開始状態となり、ジョブ設定の「品種割り当て選択」および「利用者 ID選択」プルダウンが有効になりますので 

ご確認ください。 

 

  

クリック 

有効状態であることが確認できます。 
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3.2. 品種リストの取得 

こちらの機能は、画像受信機から品種リストを読み込み、最新の状態に更新する機能になります。品種リストの取得はサービス

開始から RIP開始までの間のみ実行可能です。一度 RIPを開始するとこの操作は抑止されます。再度、品種リストを取得したい

場合はサービスを終了して再度サービスを開始する必要がありますのでご注意ください。 

 

まず、［ファイル（F）］メニューより「品種リストの取得（L）」をクリックしてください。 

  

 

「品種リストの取得（L）」をクリック後、「画像受信機から現在の品種リスト一覧を取得しました。品種割り当て選択リストの

内容を置き換えますか？」と確認メッセージが表示されます。このメッセージダイアログにて、「いいえ」をクリックした場合、

品種割り当て選択リストの更新は行われずにメッセージダイアログが閉じてメイン画面に戻ります。 

 品種割り当て選択リストを最新の品種リストの内容で置き換えたい場合、「はい」をクリックします。 

  

 

 

  

クリック 

クリック 
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 確認メッセージダイアログにて「はい」をクリック後、「新しい品種の登録」ダイアログが表示されます。こちらでは最新の品種

を「表裏あり」または「表裏なし」を選択して登録できます。登録しない場合は「キャンセル」をクリックしてください。 

 なお、この「品種リストの登録」は画像受信機に新しい品種が追加された場合のみ実行します。 
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3.3. システムの再起動 

こちらの機能は、RIP処理を行う対象機器（コントローラ、レンダラ）の再起動を行います（画像受信機は再起動しません）。サ

ービス開始前のみ実行可能となるため、サービス開始中の場合は［ファイル（F）］メニューより「サービス終了（E）」をクリッ

クして「システムの再起動(R)」が有効になることをご確認ください。 

 

まず、［ファイル（F）］メニューより「システムの再起動（R）」をクリックしてください。 

  

  

「システムの再起動（R）」をクリック後「コントローラー・レンダラを再起動します。よろしいですか？」と確認メッセージが

表示されます。 

  

  

このメッセージダイアログにて「いいえ」をクリックした場合、再起動は行われずにメッセージダイアログが閉じてメイン画面

に戻ります。一方「はい」をクリックした場合、ブルースクリーンに変わり、直ちに再起動処理が行われます。 

 

  

クリック 

クリック 
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3.4. システムの電源OFF 

こちらの機能は、RIP処理を行う対象機器（コントローラ、レンダラ）のシャットダウンを行います（画像受信機は再起動しま

せん）。こちらも「サービスの再起動」と同様にサービス開始前のみ実行可能となるため、サービス開始中の場合は［ファイル（F）］

メニューより「サービス終了（E）」をクリックして、「システムの電源OFF（D）」が有効になることをご確認ください。 

 

まず［ファイル（F）］メニューより「システムの電源 OFF（D）」をクリックしてください。 

 

  

 「システムの電源OFF（D）」をクリック後、「コントローラー・レンダラの電源をOFFにします。よろしいですか？」と確認

メッセージが表示されます。 

  

  

このメッセージダイアログにて「いいえ」をクリックした場合、シャットダウンは行われずにメッセージダイアログが閉じてメ

イン画面に戻ります。一方「はい」をクリックした場合、ブルースクリーンに変わり、直ちにシャットダウン処理が行われます。 

  

クリック 

クリック 
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3.5. 品種割り当て登録 

こちらの機能は、RIP実行する上で必要な PDF変換パラメータ設定や PDFテキスト抽出領域設定の内容を、既存または新規の

品種に割り当て登録する機能となっています。 

 

まず［環境設定（S）］メニューより「品種割り当て登録（K）」をクリックしてください。 

 

 

「品種割り当て登録（K）」をクリック後、以下の「品種割り当て登録」画面が表示されます。 

 

 

 

クリック 
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3.5.1. 品種割り当ての登録手順 

  「品種割り当て」を新規登録する場合、画面内で右クリックして「行の追加」をクリックします。 

「行の追加」をクリック後、一覧の後尾行に新規で行が挿入されます。「登録名称」のセルをクリックして品種の登録名称の入

力を行ってください。また「PDF変換パラメータ選択」のプルダウンをクリックし、一覧から対象の設定名を選択してくださ

い。「PDFテキスト抽出領域選択」は必要であれば、「PDF変換パラメータ選択」と同様にプルダウンをクリックし、一覧か

ら対象の設定名を選択してください。品種割り当て設定が完了したら画面右下の「保存」ボタンをクリックしてください。「保

存」ボタンがクリックされた時点で品種割り当て設定の内容がすべて更新されます。但し、「保存」ボタンをクリックせずに画

面を閉じた場合、登録処理は行われないのでご注意ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

クリック 

新規で行が挿入されます。登録名称のセルをクリック

することで、品種名の入力が可能です。 
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 以下、「PDF変換パラメータ選択」および「PDFテキスト抽出領域選択」プルダウンの表示イメージになります。 

  

   

   

 ＜PDF変換パラメータ選択が未選択の場合＞ 

  新規の行を追加して「PDF変換パラメータ選択」が未選択「（なし）」の状態で「保存」ボタンをクリックした場合、以下       

の警告メッセージ「PDF変換パラメータ設定を設定してください」が表示されます。このメッセージダイアログが表示され

た場合、「OK」ボタンをクリックし「PDF変換パラメータ選択」のプルダウン一覧より設定名を選択して、再度「保存」ボ

タンをクリックしてください。品種割り当て登録画面で設定した内容が更新されます。 

   

 

  

（なし）：未選択の状態 

警告メッセージが表示されます。 
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3.5.2. 品種割り当ての削除手順 

「品種割り当て」を削除する場合は削除したい行をクリックし、右クリックメニューで表示される「行の削除」をクリックし

ます。「行の削除」クリック後、行選択していた「品種割り当て」が直ちに削除されます。画面一覧から削除されたことを確認

できましたら、画面右下の「保存」ボタンをクリックしてください。「保存」ボタンがクリックされた時点で品種割り当て設定

の内容がすべて更新されます。但し、こちらも「保存」ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合は、削除処理は行われない

のでご注意ください。 

 

   

  

  

  

  

  

   

   

  

クリック 

選択されていた行が、直ちに削除されます。 
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3.6. 利用者 ID 登録 

 こちらの機能は「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSのメイン画面で選択する「利用者 ID」の新規登録、変更および削除を行うこ

とができます。また、登録した「利用者 ID」ごとにパスワードを設定することも可能です。この機能はサービス開始前・開始後・

リップ動作後に利用できますが、リップ動作中は利用不可（環境設定メニュー単位で無効化状態）となりますのでご注意くださ

い。 

  

まず［環境設定（S）］メニューより「利用者 ID登録（U）」をクリックしてください。 

  

 

 「利用者 ID登録（U）」をクリック後、「利用者 ID登録」画面が表示されます。こちらの画面の一覧には、現在登録されている

「利用者 ID」および「パスワード」が表示されます。登録済みデータを変更する場合、当該セルをクリック後に入力を行い「OK」

をクリックしてください。 

  

 

  

クリック 
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3.6.1. 利用者 ID の登録手順 

  「利用者 ID」を新規登録する場合、画面内で右クリックして「行の追加」をクリックします。 

「行の追加」をクリック後、一覧の後尾行に新しく行が追加されるので当該セルをクリックして「利用者 ID」および「パスワ

ード」の入力を行ってください。入力が完了したら画面内の「OK」ボタンをクリックしてください。但し、「OK」ボタンをク

リックせずに画面を閉じた場合、登録処理は行われないのでご注意ください。 

  

3.6.2. 利用者 ID の削除手順 

登録済みの「利用者 ID」を削除する場合、削除したい利用者 IDの行を選択した後、右クリックで表示される「行の削除」を

クリックします。「行の削除」クリック後、行選択していた利用者 IDが即時削除されます。一覧から削除されたことを確認し

たら画面内の「OK」ボタンをクリックしてください。但し、こちらも「OK」ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合、削

除処理は行われないのでご注意ください。 

   

 

 

 

クリック① 

クリック② 

クリック① 

クリック② 
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3.7. PDF変換パラメータ登録 

 こちらの機能は、PRIGS画面で選択した PDFファイルを RIP実行する際に PDFページの変換設定を行うことができる機能と

なります。設定内容として、表裏区分（あり・なし）、ページ順（昇順・降順）、変換対象（全ページ・偶数ページのみ・奇数ペ

ージのみ）の指定や解像度設定値などの入力が可能であるため、画像受信機に送信される変換ページの微調整が可能です。登録

した PDF変換パラメータは「品種割り当て登録」画面で選択することができるため、品種に既存・新規に限らず、設定した PDF

変換パラメータを割り当てることができます。 

  

まず、［環境設定（S）］メニューより「PDF変換パラメータ登録（R）」をクリックしてください。 

  

  

 「PDF変換パラメータ登録（R）」をクリック後、「PDF変換パラメータ登録」画面が表示されます。こちらの画面の登録リスト

には現在登録されている「PDF変換パラメータ」の登録名称が表示されます。登録済みの PDF変換パラメータを変更する場合

は当該セルをクリックし、右側の設定内容を変更して「保存」ボタンをクリックしてください。 

  

  

  

 

 

クリック 

クリック 
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3.7.1. PDF変換パラメータの登録手順 

  「PDF変換パラメータ」を新規登録する場合、登録リストのグリッド内で右クリックして「行の追加」をクリックします。 

「行の追加」をクリック後、一覧の後尾行に新しく行が追加されるので当該セルをクリックして「登録名称」の入力を行って

ください。入力が完了したら画面右側の設定項目を選択または数値入力を行い「保存」ボタンをクリックしてください。但し、

「キャンセル」ボタンをクリックするか、「保存」ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合は、登録処理は行われずにメイン

画面に戻りますのでご注意ください。 

   

 

3.7.2. PDF変換パラメータの削除手順 

  登録済みの「PDF変換パラメータ」を削除する場合、登録リストのグリッド内で削除したい PDF変換パラメータの行を選択

し、右クリックして「行の削除」をクリックします。「行の削除」クリック後、行選択していた PDF変換パラメータの登録名

称が即時削除されます。登録リストの一覧から削除されたことを確認したら、画面内の「保存」ボタンをクリックしてくださ

い。但し、こちらも「キャンセル」ボタンをクリックするか、「保存」ボタンをクリックせずに画面を閉じた場合は、削除処理

は行われずにメイン画面に戻りますのでご注意ください。  

 

 

  

 

 

クリック① 

クリック 

 

クリック② 
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3.7.3. PDF変換パラメータ設定について 

画面内の設定項目の内容については、以下の表の通りになります。 

PDF変換パラメータ登録画面 

登録リスト 登録名称 セルクリックにより登録名称の入力が可能。初期表示は未入力状態である。 

ページ変換動作

設定 

表裏区分 「あり」「なし」の選択が可能。初期設定は「なし」。 

（例１）「あり」を選択した場合、両面印刷用の RIPになる。メイン画面での表

示・選択は、シート単位になる。 

（例２）「なし」を選択した場合、片面印刷用の RIPになる。メイン画面での表

示・選択は、ページ単位になる。 

ページ順 「昇順」「降順」の選択が可能。初期設定は「昇順」。 

（例１）1～100Pある PDFで「昇順」を選択した場合、1,2,3,…,98,99,100の

順で RIPが行われる。 

（例２）「降順」を選択した場合、100,99,98,…,3,2,1の順でRIPが行われる。 

変換対象 「全てのページ」「奇数ページのみ」「偶数ページのみ」の選択が可能。「任意の

ページ」のみ選択不可。初期設定は「全てのページ」 

（例１）1～100Pある PDFで「全てのページ」を選択した場合、1～100P全て

対象で RIPが行われる。 

（例２）「奇数ページのみ」を選択した場合、1,3,5,7,…,95,97,99の順で、奇数

ページのみ RIPが行われる。 

（例３）「偶数ページのみ」を選択した場合、2,4,6,8,…,96,98,100の順で、偶数

ページのみ RIPが行われる。 

解像度設定 横［X］方向 半角数値「72（dpi)」～「2400（dpi）」の入力が可能。初期設定は「300（dpi）」。 

入力する数値が許容範囲外、半角数値以外の場合は、エラーメッセージが表示さ

れる。入力する数値が大きくなるにつれて、画素数は向上するが、データサイズ

は重くなり、RIP動作が遅くなる。 

縦［Y］方向 半角数値「72（dpi)」～「2400（dpi）」の入力が可能。初期設定は「300（dpi）」。 

描画パラメータ

設定 

トリミング領域 「（なし）」「MEDIA（物理媒体サイズ）」「CROP（内容表示サイズ）」「BLEED

（塗り足しサイズ）」「TRIM（仕上がりサイズ）」「ART（制作領域サイズ）」の

選択が可能。初期設定は「MEDIA（物理媒体サイズ）」。 

PDFに設定されたトリミングサイズが反映される。 

アンチエイリアス

レベル（文字） 

「（なし）」「1［弱-1］」～「8［強-2］」の選択が可能。初期設定は「（なし）」。 

数値を高く設定するにつれて、文字が滑らかに表示される。一方、数値を低く設

定した場合、文字は粗めに表示される。 

アンチエイリアス

レベル（図形） 

「（なし）」「1［弱-1］」～「8［強-2］」の選択が可能。初期設定は「（なし）」。 

数値を高く設定するにつれて、図形が滑らかに表示される。一方、数値を低く設

定した場合、図形は粗めに表示される。 

変換画像の回転 「（なし）」「90度」「180度」「270度」の選択が可能。初期設定は「（なし）」。 

（例）「90度」の場合、画像上部が右側になるよう右に 90度回転する。「180度」
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の場合、画像上部が下側になるよう右に 180度回転する。「270度」の場合、画

像上部が左側になるよう右に 270度回転する。 

パス描画の最小 

線幅 

小数点 4桁までの半角数値「0.0000（point）」～「9.9999（point）」の入力が可

能。初期設定は未入力状態である。図形の最小線幅を入力することで、RIP実行

後の変換ページにて、線幅の太さが反映される。入力する値が高いほど、最小線

幅が太くなる。 

カラー変換動作

設定 

画像カラー空間 「CMYK」「RGB」「グレイスケール」「モノクロ」の選択が可能。初期設定は

「CMYK」。ICCプロファイルは「CMYK」「RGB」の 2モードで有効。 

ICCプロファイル

[RGB -> CMYK] 

表示セルの右側にある「参照」ボタンクリックにより、ICCプロファイルの選択

が可能。初期設定は「JapanColor2001Uncoated.icc」。 

ICCプロファイル

[CMYK -> RGB] 

表示セルの右側にある「参照」ボタンクリックにより、ICCプロファイルの選択

が可能。初期設定は「AdobeRGB1998.icc」。 
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3.7.4. PDF変換パラメータの入力値エラーについて 

① 解像度設定の入力値エラー 

解像度設定の「横［X］方向」または「縦［Y］方向」の入力セルで、「72～2400（dpi）」の範囲外の半角数値を入力した

場合に、以下の警告メッセージ「解像度は 72～2400の範囲で設定してください」と表示されます。

 

また、解像度設定の「横［X］方向」または「縦［Y］方向」の入力セルで半角数値以外（全角数値、文字列、記号など）

の入力をした場合は、以下の警告メッセージ「解像度は数値を設定してください」と表示されます。 

 

② パス描画設定の入力値エラー 

描画パラメータ設定の「パス描画の最小線幅」の入力セルで「0.0000～9.9999（point）」の範囲外の半角数値を入力した

場合に、以下の警告メッセージ「パス描画の最小線幅は 0～9.9999の範囲で設定してください」と表示されます。 

 

また、「パス描画の最小線幅」の入力セルで「小数点 5桁以上の半角数値」や「半角数値以外」の入力をした場合は、以下

の警告メッセージ「パス描画の最小線幅は小数点 4桁までの値を設定してください」と表示されます。 
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3.8. PDFテキスト抽出領域登録 

 こちらの機能は、PRIGS画面にて選択する PDFファイルからテキストデータを読み取るための抽出領域を登録する機能になり

ます。最終的には別製品「PRIGS / PDF Text Extractor（Version 1.1.0）」を使用して、作成した登録データを基にテキストファ

イル（形式は任意になります）に書き込むことが可能です。 

  

まず、［環境設定（S）］メニューより「PDFテキスト抽出領域登録（E）」をクリックしてください。

 

  

 「PDF変換パラメータ登録（R）」をクリック後「PDFテキスト抽出領域登録」画面が表示されます。こちらの画面の登録リス

トには、現在登録されている「PDFテキスト抽出領域」の登録名称が表示されます。登録済みの PDFテキスト抽出領域を変更

する場合は当該セルをクリックし、右側の設定内容を変更して「保存」ボタンをクリックする必要があります。設定変更しても

「保存」ボタンを押さない限り内容は更新されませんのでご注意ください。 

  

  

  

 

クリック 

 

クリックすることで、設定

内容が更新されます。 
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3.8.1. テキスト抽出領域の登録手順 

  「テキスト抽出領域」を新規登録する場合、登録リスト内で右クリックして「行の追加」をクリックします。 

「行の追加」をクリック後、一覧の後尾行に新規で行が挿入されます。「登録名称」の新規セルをクリックして、テキスト抽出

領域の登録名称の入力してください。 

   

   

   

   

   

   

   

＜テキスト抽出領域設定が未設定の場合＞ 

登録リストで新規の PDFテキスト抽出領域名を追加後、画面右側のテキスト抽出領域設定が未設定の状態（項目リストがな

い状態）で「保存」ボタンをクリックした場合、以下の警告メッセージ「テキスト抽出領域を設定してください」が表示さ

れます。このメッセージダイアログが表示された場合は「OK」ボタンをクリックし、「プレビュー設定」よりテキスト抽出

領域設定を行った上で再度「保存」ボタンをクリックしてください。テキスト抽出領域登録画面で設定した内容がすべて更

新されます。 

   

    

クリック 新規で行が挿入されます。登録名称のセルをクリック

することで、テキスト抽出領域名の入力が可能です。 

クリック 
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  まず、画面中央上部「プレビュー設定」をクリックしてください。既に PDFファイルが選択されていた場合は以下の確認メッ

セージ「現在設定している PDFファイルを開きますか？別の PDFファイルを選択する場合、［いいえ］を選択してください。」

が表示されます。この確認メッセージにて［はい］をクリックした場合、テキスト抽出領域の「矩形領域設定」が開きます。 

  

  

  

  

  

  

 ＜確認メッセージで［いいえ］をクリックした場合＞ 

  「背景画像ファイルの指定」画面が表示されます。初期表示されるフォルダパスは、以前開いていたフォルダパスが記録され

ます。まず、エクスプローラーのフォルダパスをクリックして、テキスト抽出領域設定を行いたい PDFファイルの格納フォル

ダパスを指定します。次に、格納フォルダ内から対象 PDFファイルを選択し、画面右下の「開く」ボタンをクリックします。

直ちに「矩形領域の設定」画面が表示されます。 

   

  

クリック 
「プレビュー設定」クリック時、PDFファイルが選択

されていた場合、確認メッセージが表示されます。 

クリック 

対象 PDFファイル選択 

対象 PDFファイルの格納パスを指定する 
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 ＜確認メッセージで［はい］をクリックした場合＞ 

  「背景画像ファイルの指定」画面は表示されず、既に選択されている PDFファイルで「矩形領域の設定」画面が表示されます。 

  以下、「矩形領域の設定」画面の一例になります。 

   

   

＜PDFページ表示の倍率変更について＞ 

「矩形領域の設定」画面内で右クリックをし、「倍率」をクリックします。さらに表示倍率が 25％～300％表示されますので、

見易い表示倍率をクリックして倍率の変更を行ってください。初期表示は「100％」になります。 

  

  

選択中の PDFファイル名および格納パスが表示されます。 選択中の PDFファイル名および格納パスが表示されます。 

選択されている PDFファイルの１ページ目が表示されます。 

表示倍率「25%」 表示倍率「300%」 
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＜矩形領域の設定手順について＞ 

まず、「矩形領域の設定」画面でドラッグアンドドロップして矩形を作成します。その矩形の上で右クリックをして「領域を設

定」をクリックします。「フィールド名の入力」画面が表示されるので、入力欄にお好みのフィールド名を入力して「OK」ボタ

ンをクリックしてください。 

   

  

  「フィールド名の入力」画面で「OK」ボタンクリック後、作成された矩形領域が設定されます。矩形が選択状態の場合は赤色

になり、選択状態が外れた場合は青色に矩形の色が変化します。また、画面右側のテキスト抽出領域設定の項目リストに先程設

定した矩形領域の内容が新規の行で追加されますのでご確認ください。テキスト抽出領域の設定が完了したら、画面右下の「保

存」ボタンをクリックします。「テキスト抽出領域登録」画面で行った設定内容がすべて更新されます。 

    

クリック 

フィールド名を入力後、「OK」ボタンを

クリックします。 

矩形領域が設定されたことを確認 矩形領域が設定されたことを確認 

クリック 
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 なお「矩形領域の設定」画面が開いている間は、テキスト抽出領域設定の項目リスト内での右クリックメニューは無効状態にな

ります。但し、上記以外の登録リスト内での右クリックメニューやテキストファイル出力設定などのコントロールはすべて有効

状態となるため、設定変更は可能になります。 

  

  

  

  

無効状態であることが確認できます。 
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＜設定済み矩形領域のクリア手順について＞ 

まず、「矩形領域の設定」画面にて設定済みの矩形領域をクリックします。クリック時、テキスト抽出領域設定の項目リストに

て選択状態の矩形（赤色）の項目が行選択されます。対象の矩形の上で右クリックし「設定をクリア」をクリックします。直ち

に選択状態の矩形は削除され、項目リストの対象行も削除されます。削除されたことが確認できたら、画面右下の「保存」ボタ

ンをクリックし設定内容を更新してください。設定内容を更新せずに削除前の状態に戻したい場合は「キャンセル」ボタンをク

リックしてください。 

以下、「設定をクリア」クリック前の画面状態になります。 

 

   

   

以下、「設定をクリア」クリック後の画面状態になります。 

   

 

クリック 

選択状態の矩形が削除されます。 項目リストから対象項目が削除されます。 

項目リストに対象項目が存在していることが確認できます。 
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 ＜設定済み矩形領域の全件クリアの手順について＞ 

まず、「矩形領域の設定」画面にて右クリックし「全てクリア」をクリックします。直ちに「矩形領域の設定」画面で設定され

ている矩形はすべて削除され、項目リストの項目も全件削除されます。削されたことを確認できたら、画面右下の「保存」ボタ

ンをクリックし設定内容を更新してください。設定内容を更新せずに削除前の状態に戻したい場合は「キャンセル」ボタンをク

リックしてください。 

以下、「全てクリア」クリック前の画面状態になります。 

   

   

  以下、「全てクリア」クリック後の画面状態になります。 

   

  

クリック 項目リストに項目が存在していることが確認できます。 

矩形がすべて削除されます。 項目リストから項目が全件削除されます。 
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3.8.2. テキスト抽出領域の削除手順 

「テキスト抽出領域」を削除する場合は、登録リスト内の削除したい行で右クリックして「行の削除」をクリックします。「行

の削除」クリック後、行選択していた「テキスト抽出領域」が直ちに削除されます。一覧から削除されたことを確認できまし

たら、画面右下の「保存」ボタンをクリックしてください。「保存」ボタンがクリックされた時点で、「テキスト抽出領域登録」

画面で設定変更した内容がすべて更新されます。但し、「キャンセル」ボタンをクリックして画面を閉じた場合は、削除処理

は行われないのでご注意ください。 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

クリック 登録リストから行選択していた項目が削除されます。 
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3.8.3. テキストファイル出力設定について 

  こちらには、タイトル行出力・項目区切り文字・文字エンコード・ファイル拡張子の４項目の設定があります。以下、各項目

の説明になります。 

  ＜タイトル行出力＞ 

   こちらの設定内容は抽出データをテキストファイルで出力する際に、テキストファイルの先頭行に「タイトル行」を出力す

るかどうか決める設定項目になります。プルダウンメニューとして「しない」・「する」から選択可能です。 

    

  ＜項目区切り文字＞ 

   こちらの設定内容は抽出データをテキストファイルで出力する際に、項目ごとに抽出したデータの区切り文字を決める設定

項目になります。但し、対象の PDFファイルに矩形領域を複数設定されている場合に適用されます。矩形領域の設定が 1

件のみだった場合は抽出データと改行のみで出力されます。プルダウンメニューとして「カンマ」・「タブ」・「空白」から選

択可能です。 

   （例：カンマ）00001A,00002A,00003A,00004A,00005A,・・・ 

   （例：タブ） 00001A 00002A 00003A 00004A 00005A ・・・ 

   （例：空白） 00001A 00002A 00003A 00004A 00005A ・・・ 

   （例：項目 1件）00001A 

    

  ＜文字エンコード＞ 

   こちらの設定内容は抽出データをテキストファイルで出力する際に、文字のエンコードを決める設定項目になります。プル

ダウンメニューとして「Shift-JIS」・「UNICODE」・「UTF-8」から選択可能です。 
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  ＜ファイル拡張子＞ 

   こちらの設定内容は抽出データをテキストファイルで出力する際に、テキストファイルの拡張子を決める選択項目になりま

す。プルダウンメニューとして「CSV」・「TXT」から選択可能です。 

   （例：CSV）出力ファイル → Sample_Extractor01.csv 

   （例：TXT）出力ファイル → Sample_Extractor01.txt 

    

  

  

3.8.4. 抽出動作設定について 

こちらの機能は、テキストデータ抽出における動作設定やエラーチェックを設定する項目になります。「抽出動作設定」画面は、

各項目リストの抽出操作にある「設定」ボタンをクリックすると開きます。「抽出動作設定」画面には、複数文字列間の連結文

字・空データの許可・文字列の桁数チェックの 3つの設定項目があります。以下、各項目の説明になります。 

   

   

 ＜複数文字列間の連結文字＞ 

こちらの設定内容は、「矩形領域の設定」画面で対象 PDFファイルに設定した矩形領域内のテキストデータに対して、文字列

が存在していた場合、その文字列間に連結文字を配置するかどうか決める設定項目になります。プルダウンメニューとして「（な

し）」・「半角 SP」・「全角 SP」・「改行」から選択可能です。初期設定は「（なし）」になります。 

  「なし」を設定してデータ抽出を行った場合、文字列間の連結文字はなく連続した文字列でテキストファイルに出力されます。

「半角 SP」・「全角 SP」・「改行」いずれかを設定してデータ抽出を行った場合は、文字列間にそれぞれ「半角 SP」・「全角 SP」・

「改行」連結文字としてテキストファイルに出力されます。以下、設定項目ごとの出力例になります。 

  

クリック 
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  PDFファイルのテキストデータ例 → 「0123456789 ABCDEFG －XYZ－ 01Sample」 

  （例：なし）0123456789ABCDEFG－XYZ－01Sample 

  （例：半角 SP）0123456789 ABCDEFG －XYZ－ 01Sample 

  （例：全角 SP）0123456789 ABCDEFG －XYZ－ 01Sample 

  （例：改行）0123456789 

ABCDEFG 

－XYZ－ 

01Sample 

   

  

 ＜空データの許可＞ 

こちらの設定内容は、「矩形領域の設定」画面で対象 PDFファイルに設定した矩形領域内に、空データ許可チェックのＯＮ／

ＯＦＦを決める設定項目になります。プルダウンメニューとして「（しない）」・「する」から選択可能です。初期設定は「しな

い）」になります。 

空データの許可「（しない）」を選択した場合、テキストデータ抽出中に PDFファイルの矩形領域内に空データが１件でも存在

していたら、最終ページ到達時に Extractor画面下部のステータス表示欄に赤字で「抽出データは空です」とエラーメッセー

ジが表示されると同時に、「データ抽出エラーが発生しました。このままデータ抽出を継続しますか？」と確認メッセージダイ

アログが表示されます。 

空データの許可「はい」を選択した場合、PDFファイルの矩形領域内に空データが存在していたとしても空データチェックは

動作しないため、空データに関するエラーメッセージは表示されずにテキストデータ抽出が完了します。 
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 ＜文字列の桁数チェック＞ 

こちらの設定内容は、「矩形領域の設定」画面で対象 PDFファイルに設定した矩形領域内に、チェックするテキストデータ（文

字列）の桁数を決める設定項目になります。プルダウンメニューとして選択できる項目は「（しない）」のみになりますが、コ

ンボボックスをクリックすることにより入力が可能になります。入力時はテキストデータ（文字列）の桁数を半角数値で入力

してください。半角数値以外（全角数値・文字列・記号など）の入力を行った場合、「文字列の桁数チェックは数値を設定して

ください」と警告メッセージが表示されますのでご注意ください。なお、初期設定は「しない）」になります。 
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3.9. システム動作設定 

 こちらの機能は、「VP Authoring StudioⅡ」PRIGSの RIP動作に関わる詳細設定を行うことができます。設定項目としては大

きく分けて、「伝送能力設定」・「伝送動作設定」・「通信パラメータ設定」・「メモリ使用量設定」・「ログ出力設定」・「画像ファイル

出力設定」・「セキュリティ設定」の 7項目があります。 

  

まず［環境設定（S）］メニューより「システム動作設定（M）」をクリックしてください。 

  

  

 「システム動作設定（M）」をクリック後、「システム動作設定」画面が表示されます。 

 RIP動作を行う際、RIP動作のパターンに合わせて以下の各項目の設定を変更してください。 

  

クリック 
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 以下、「システム動作設定」画面の各設定項目の説明になります。 

 注意点として、画面上で設定変更した場合は右下の「保存」ボタンをクリックして画面が正常に閉じないと設定内容は更新され

ませんのでご注意ください。 

 システム操作設定 

システム連携設定 連携動作モード 連係動作モード「ONLINE」、「OFFLINE」を表示します。

この項目は設定変更できません。 

PDFファイル比較動作 PDFファイルの比較動作を設定する項目となります。初期設

定は「しない」になります。 

「する」を設定した場合、１度に比較を行うページ分割数を

設定します。ページ分割数単位に RIP処理を行うためHDの

空き容量を考慮して設定してください。 

この機能はOFFLINEの場合のみ設定可能です。 

伝送能力設定 接続セッション数 RIP実行するセッション数を指定する設定項目になります。

初期値は 8セッションになります。入力は半角数値のみ可能

です。半角数値以外(全角数値・文字・記号など)の入力はエ

ラー対象となるためご注意ください。 

伝送能力目標値 はじめに伝送性能は１分単位で計測されます。こちらでは伝

送性能の目標値を定めることで安定した伝送能力が実現でき

るよう入力する設定項目になります。上記同様、入力は半角

数値のみ可能です。 

（例：設定値 150m/分の場合）0[m/分]から上昇し 150[m/分]

に近づくにつれて徐々に上昇は抑制され、最終的には 150[m/

分]程度で安定した伝送性能が出る。 

各レンダラの並列動作ページ数 設置されるレンダラ機器の並列RIP動作ページ数を入力する

設定項目になります。上記同様、入力は半角数値のみ可能で

す。初期値は 24ページなります。 

RIP並列動作スレッド数(CONT) 設置されるコントローラ機器の並列動作スレッド数を入力す

る設定項目になります。上記同様、入力は半角数値のみ可能

です。初期値は 24スレッドなります。注意点として、「各レ

ンダラの並列動作ページ数」の等倍ごとの数値を入力するよ

うにしてください。（例：ページ数「8」の場合、スレッド数

は「8, 16, 24, …」でのように入力してください。） 

RIP並列動作スレッド数(REND) 設置されるレンダラ機器の並列動作スレッド数を入力する設

定項目になります。上記同様、入力は半角数値のみ可能です。

初期値は 24スレッドなります。注意点として、「各レンダラ

の並列動作ページ数」の等倍ごとの数値を入力するようにし

てください。（例：ページ数「8」の場合、スレッド数は「8, 16, 

24, …」でのように入力してください。） 

この機能はONLINEの場合のみ設定可能です。 
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伝送動作設定 

(ONLINEのみ設定

可能) 

FULL受信時の RIP動作停止 RIP実行中に検査機側のバッファに空きがない状態であるこ

と（FULL値）を受信した際の RIP動作停止の可否を設定す

る項目となります。初期設定は「する」になります。 

「する」設定中の場合、検査機より FULL値を受信している

間は RIP動作が停止して画面右側のモニタ表示も静止しま

す。「しない」設定中の場合、検査機より FULL値を受信し

ている間はRIP動作が停止せずにこちらの機器のメモリに蓄

積され、メモリ件数およびDISK排出件数が上昇し続けます。 

WAIT受信時の RIP動作停止 RIP実行中に検査機側のバッファに空きがない状態であるこ

と（WAIT値）を受信した際の RIP動作停止の可否を設定す

る項目となります。初期設定は「する」になります。 

「する／しない」選択中の内容は上記「FULL受信時の RIP

動作停止」と同様です。 

送信スレッドの協調動作 RIP動作する送信スレッドの伝送速度を均一に設定する項目

になります。プルダウンメニューとして「しない」「する」が

あります。初期設定は「しない」になります。（例：する）送

信スレッド 8の場合、それら 8つの送信スレッドにおける伝

送速度は同一で動作・表示されます。（例：しない）送信スレ

ッド 8の場合、それら 8つの送信スレッドにおける伝送速度

はすべて個別で動作・表示されます。 

伝送性能を超えた場合の自己調整 伝送性能を超えた場合に自動で調整するように設定する項目

となります。プルダウンメニューとして「しない」「する」が

あります。初期設定は「しない」になります。自己調整しな

い場合、伝送性能を超えて限界値に達するまで上昇し続けま

す。自己調整する場合は、伝送能力目標値で設定されている

値を目安として伝送速度を落とした状態でRIP動作を継続し

ます。 

通信パラメータ設

定(ONLINEのみ設

定可能) 

画像ヘッダ応答受信 TimeOut時

間 

画像ヘッダ応答受信 TimeOut時間を設定する項目になりま

す。設定は半角英数字のみの入力になります。 

FULL応答時の再送間隔 FULL応答時の再送間隔を設定する項目になります。設定は

半角英数字のみの入力になります。 

WAIT応答時の再送間隔 WAIT応答時の再送間隔を設定する項目になります。設定は

半角英数字のみの入力になります。 

メモリ使用量設定 コントローラの使用可能メモリ量 コントローラ機器の使用可能なメモリ量を設定する項目にな

ります。設定は半角英数字のみの入力になります。 

レンダラの使用可能メモリ量 レンダラ機器の使用可能なメモリ量を設定する項目になりま

す。設定は半角英数字のみの入力になります。 

この機能はONLINEの場合のみ設定可能です。 

ログ出力設定 

(ONLINEのみ設定

通信ログ出力 RIP動作中の通信ログの出力可否を選択する設定項目になり

ます。プルダウンメニューとして「しない」「する」がありま
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可能) す。初期設定は「する」になります。ログファイルの出力先

フォルダは C:¥TGI¥PDF-QI-RIP¥yyyy-MM-dd¥logフォル

ダ配下に以下のファイルが出力されます。 

TgiPdfInspectRipAdmin_Process.log 

TgiPdfInspectRipService_Process.log 

この機能はONLINEの場合のみ設定可能です。 

JOBリストファイル出力 RIP動作中の通信ログの出力可否を選択する設定項目になり

ます。プルダウンメニューとして「しない」「する」がありま

す。初期設定は「する」になります。ログファイルの出力先

フォルダは

C:¥TGI¥PDF-QI-RIP¥yyyy-MM-dd¥lo¥ TASK_*フォルダ

配下に” JobInfoList_*.csv”と各スレッドフォルダが出力され

ます。 

画像ファイル出力

設定(ONLINEのみ

設定可能) 

RIPイメージファイル出力 RIP終了後にRIPイメージファイルの出力可否を設定する項

目になります。プルダウンメニューとして「しない」「する」

があります。初期設定は「しない」になります。 

RIPイメージファイル形式 上記「RIPイメージファイル出力」で「する」を選択した場

合のみ有効となります。プルダウンメニューとして「TIFF」

「RAW」があります。お好みのファイル形式を選択してくだ

さい。 

画像ファイル出力フォルダ 上記「RIPイメージファイル形式」で選択した形式（TIFF・

RAW）ファイルの出力先フォルダを指定する設定項目になり

ます。初期設定は C:¥TGI¥PDF-QI-RIP¥PIXEL_STORAGE

になります。 

セキュリティ設定 システム管理者パスワード PRIGSシステムの管理者パスワードを設定できます。環境設

定メニュークリック時にパスワード入力が要求されるため、

忘れないように控えておく必要があります。設定は半角英数

字のみの入力になります。 
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3.10. ジョブ設定 

こちらの設定では、使用する「品種」と「利用者 ID」を指定します。 

3.10.1. 品種割り当て選択 

「品種割り当て選択」プルダウンより、指定したい品種名をクリックして選択します。 

なお、初期表示は「（ 選択してください）  ▿」となります。 

 

   

選択後、プルダウンは閉じ、選択された品種名が表示されます。 

 

  

クリック① 

クリック② 

選択した品種割り当て名が表示されます。 



「VP Authoring StudioⅡ」PRIGS  【 製品のご案内 】   Text and Graphics Inc. 

39 

 

 

3.10.2. 利用者 ID 選択 

「利用者 ID選択」プルダウンより、指定したい利用者 IDをクリックして選択します。 

なお、初期表示は「（ なし） ▿」となります。 

 

 

こちらも選択後、プルダウンは閉じて選択された利用者 IDが表示されます。 

 

 

3.10.3. PDF変換パラメータ 

選択された品種に紐付けされている PDF変換設定値が表示されます。 

 

  

クリック① 

クリック② 
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3.11. 対象 PDFファイル設定 

3.11.1. PDF格納フォルダ 

次に RIP対象となる PDFファイルの設定説明を行います。対象 PDFファイル設定より「PDF格納フォルダ」の「参照」ボ

タンをクリックします。フォルダの参照画面が表示されるので、RIPする PDFファイルが格納されているフォルダを選択し

て「OK」ボタンをクリックします。なお、PDF格納フォルダ選択時「参照」ボタン左側にそのフォルダまでのフルパスが表

示されます。 

 

 

  

格納フォルダは 

<C:\TGI\PDF-QI-RIP\PDF> 

のパス直下にあります 

クリック① 

クリック② 
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PDF格納フォルダを選択後、対象フォルダに格納されている PDFファイル全件がグリッドに一覧で表示されます。 

なお、取得された PDFファイルは名前の昇順で表示されます。 

 

 

以下、対象フォルダより PDFファイル情報を取得し、グリッドにリスト表示された際の 

メイン画面上のコントロール状態の説明になります。 

RIP動作表示 

表示名 コントロール デフォルト 

開始 ボタン 有効 

終了 ボタン 有効 

対象 PDFファイル設定 

（PDF削除）する／しない ラジオボタン 有効（する） 

（抽出対象）全て／未実施分／実施分 ラジオボタン 無効（全て） 

範囲選択／解除 ボタン 有効 

（表示形式）全て／選択分 ラジオボタン 有効（全て） 

↑／↓ 移動 ボタン 有効 

（表示順）No／選択番号 ラジオボタン 有効（No） 
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以下、グリッド内のカラムについての説明になります。 

列番号 カラム名 操作可否 説明内容 

１ （なし） ○ クリックすることで行選択が可能です。 

２ No × 対象フォルダより、名前の昇順で取得された PDFファイルに対し、1か

ら順に振られた番号が表示されます。 

３ PDFファイル名 × 対象フォルダより、取得した PDFファイル名が表示されます。 

なお、拡張子（.pdf）は表示されません。 

４ 格納ページ／シート × 対象 PDFファイルのページまたはシートが全枚数表示されます。 

カラム名については、選択した品種の表裏区分が、表裏無しの場合は「ペ

ージ」、表裏有りの場合は「シート」で表記されます。 

なお、表示される数値も表裏区分によって、ページ値またはシート値で表

示されます。 

５ 先頭ページ × 「開始ページ／シート」で表示されている数値が、ページ値で表示されま

す。 

６ 最終ページ × 「終了ページ／シート」で表示されている数値が、ページ値で表示されま

す。 

７ 開始ページ／シート ○ 対象 PDFファイルの RIP開始ページまたはシートの数値が表示されま

す。こちらは入力可能セルになります。 

カラム名については、選択した品種の表裏区分が、表裏無しの場合は「ペ

ージ」、表裏有りの場合は「シート」で表記されます。 

なお、表示される数値も表裏区分によって、ページ値またはシート値で表

示されます。 

８ 終了ページ／シート ○ 対象 PDFファイルの RIP終了ページまたはシートの数値が表示されま

す。こちらは入力可能セルになります。 

カラム名については、選択した品種の表裏区分が、表裏無しの場合は「ペ

ージ」、表裏有りの場合は「シート」で表記されます。 

なお、表示される数値も表裏区分によって、ページ値またはシート値で表

示されます。 

９ 対象ページ／シート ○ 対象PDFファイルのRIP対象となるページ値またはシート値が表示され

ます。（開始から終了までの枚数） 

カラム名については、選択した品種の表裏区分が、表裏無しの場合は「ペ

ージ」、表裏有りの場合は「シート」で表記されます。 

なお、表示される数値も表裏区分によって、ページ値またはシート値で表

示されます。 

１０ 選択 ○ RIPを行う PDFファイルを選択できます。対象 PDFファイルのチェッ

クボックスをクリックすることで、選択変更が可能です。 

１１ 番号 × RIPが実施される順番の番号が表示されます。こちらの番号は、選択列の

チェックボックスがクリックされたと同時に振られます。 
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3.11.2. 範囲選択 

こちらの機能は、フォルダ内の PDFファイルを一度に複数選択したい場合に使用します。 

 

まず、グリッドにリスト表示されている PDFファイルを複数行選択（Ctrlキー＋第一列目クリック）して「範囲選択」ボタ

ンをクリックします。選択した行（PDFファイル）の「選択」列にチェックが付き、その行の「番号」列にはリストNoが若

い順から RIP順番号が付与されます。 

 

  

「範囲選択」の場合、リスト No が若い順に

RIP順番号が振られます。 

クリック 
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3.11.3. 範囲解除 

こちらの機能は、既に選択済みである複数の PDFファイルを一度に複数、選択解除したい場合に使用します。 

 

まず、既に選択済みである複数の PDFファイルがグリッドにリスト表示されていることが前提になります。その選択済みの

PDFファイルを複数行選択（Ctrlキー＋第一列目クリック）して「範囲解除」ボタンをクリックします。選択した行（PDF

ファイル）の「選択」列に付いていたチェックが外れ、その行の「番号」列の番号も外れます。 

 

  

選択中である PDF ファイルの「番号」列

の番号は、逐次更新されます。 

クリック 
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3.11.4. リスト間の行移動 

こちらの機能は、行選択（単行・複数行）した PDFファイルが「移動」ボタンをクリックする毎に矢印方向へ１行ずつ移動し

ます。なお、「移動」ボタンには上方向の「↑ 移動」ボタン・下方向の「↓ 移動」ボタンの２つがあります。 

   

 

 

  

複数ファイル選択した状態で「↑移動」ボタンを

クリックし続けてリストの先頭行に到達した場

合、「↑移動」ボタンは無効状態になります。 

リストの後尾行に到達した場合、 

「↓移動」ボタンが無効状態になります。 

クリック 

先頭行へ 

後尾行へ 
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3.11.5. 表示形式 

  こちらの種類には、「全て」と「選択分」の２つがあります。「全て」は選択列のチェックの有無に関係なく、対象フォルダに

格納されている PDFファイルが全件リスト表示されます。一方「選択分」は選択列にチェックが付いている PDFファイルの

み絞り込んでリスト表示されます。 

 

  以下、表示形式「全て」を選択している場合の表示例になります。 

   

 

  以下、表示形式「選択分」を選択している場合の表示例になります。 

   

  

選択列のチェックの有無に関係なく、

対象フォルダに格納されている PDF

ファイルが全件リスト表示されている

ことが確認できます 

選択列にチェックが付いている PDF

ファイルのみリスト表示されている

ことが確認できます。 
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3.11.6. 表示順 

こちらの種類には「No」と「選択番号順」の２つがあります。「No」は各 PDFファイルのNo列に表示されている番号で昇順

にソートされます。一方「選択番号順」は各 PDFファイルの番号列に振られている番号で昇順にソートされ、リストの１行目

から順に表示されます。 

 

以下、表示順「No」を選択している場合の表示例になります。 

   

 

以下、表示順「選択番号」を選択している場合の表示例になります。 

   

  

No 列の番号で昇順に表示されている

ことが確認できます。 

番号列の番号で昇順にソートされ、リ

スト 1 行目から表順に表示されている

ことが確認できます。 
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3.11.7. PDF削除 

  こちらは、RIP動作が自動終了した際に、グリッド内で選択した行の PDFファイルがグリッドのリストおよび対象フォルダ

から自動的に削除する／しないを設定する機能になります。 

  RIP動作終了後に PDFを自動削除したい場合、「する」を選択します。自動削除しない場合、「しない」を選択してください。 

 

  以下、PDF削除「しない」を選択した場合の画面説明になります。 

（１） パスワード設定あり利用者 IDでの操作 

   PDF削除「しない」選択時、「※PDFを削除しない動作切替の確認」画面が表示されます。画面の通り PDFを削除しない

設定に変更するためには、選択した利用者 IDのパスワードの入力が必須になります。正しいパスワードを入力後、「OK」

ボタンをクリックすると「※PDFを削除しない動作切替の確認」画面がクローズし、PDF削除「しない」が選択された状

態になります。同時に「抽出対象（全て／未実施分／実施済分」が有効になります。 

   

 

  

利用者 ID の正しいパスワードを入力し、

「OK」ボタンをクリックします。 
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   万一「※PDFを削除しない動作切替の確認」画面のパスワード入力にて、利用者 IDに設定されているパスワード以外の入

力を行った場合、「パスワードが違います」と以下の通知メッセージが表示されます。 

    

 

（２） パスワード設定なし利用者 IDでの操作 

 パスワードが設定されていない利用者 IDでは、PDF削除「しない」に変更することはできません。 

 PDF削除「しない」選択時、「この動作切替はパスワードが設定された利用者のみ実行できます」と以下の通知メッセージ

が表示されます。 

    

  

正しいパスワード入力後、

PDF 削除は「しない」が選

択された状態になり、抽出対

象（全て／未実施分／実施済

分）が有効になったことが確

認できます。 
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3.12. RIP動作手順 

RIP動作後の PDFファイルの表示結果については PDF削除の選択肢によって変化異なるため、パターンを分けて以下記載しま

す。 

3.12.1. PDF削除「する」選択時のRIP動作パターン 

まず、操作手順について説明します。PDF削除「する」を選択していることを確認した上で、グリッド内の PDFファイル一

覧から RIPしたいファイルを選択します。ファイル選択後、表示形式「選択分」による絞り込みや表示順「選択番号順」でソ

ートをかけると選択したファイルに漏れがないかどうか確認し易くなります。RIPしたいファイルを全て選択したら、RIP動

作指示の「開始」ボタンをクリックして RIP動作を実行します。 

 

 

  

確認のため 

下スクロール 

選択したPDFファイルが選択番

号順にソートされていることが

確認できます。 

クリック 
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  以下、RIP動作中のメイン画面上コントロール状態になります。 

表示名 コントロール 有効／無効 

品種割り当て選択 プルダウン 無効 

利用者 ID 選択 プルダウン 無効 

参照 ボタン 無効 

（グリッド）開始ページ／シート セル 無効 

（グリッド）終了ページ／シート セル 無効 

（グリッド）（スクロールバー） スクロールバー 有効 

PDF削除 ラジオボタン 無効 

抽出対象 ラジオボタン 無効 

範囲選択／解除 開始 無効 

表示形式 ラジオボタン 無効 

↑／↓ 移動 開始 無効 

表示順 ラジオボタン 無効 

開始 ボタン 無効 

終了 開始 有効 

   

RIP動作中はグリッド内のスクロールバーは有効状態のため、下スクロールして選択した PDFファイルの開始ページや終了

シートなどを確認することが可能です。 

万一、RIP動作中に動作を停止しなくてはならない場合は、RIP動作表示「終了」ボタンをクリックしてください。 

（「3.5.3. 「終了」ボタンクリック操作」をご覧ください） 
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RIP自動終了後、選択していた PDFファイルは PDF削除対象のため、グリッド内に表示されていた一覧から削除されている

ことが確認できます。そちらと同時に選択していた PDFファイルは対象フォルダからも自動的に削除されます。 

 

 

  以下、RIP自動終了後のメイン画面上コントロール状態になります。 

表示名 コントロール 有効／無効 

品種割り当て選択 プルダウン 有効（前回選択した品種） 

利用者 ID 選択 プルダウン 有効（前回選択した利用者 ID） 

参照 ボタン 有効 

（グリッド）開始ページ／シート セル 無効 

（グリッド）終了ページ／シート セル 無効 

（グリッド）（スクロールバー） スクロールバー 有効（残件ファイル数による） 

PDF削除 ラジオボタン 有効（する） 

抽出対象 ラジオボタン 無効（全て） 

範囲選択／解除 開始 有効 

表示形式 ラジオボタン 有効（全て） 

↑／↓ 移動 開始 有効 

表示順 ラジオボタン 有効（No） 

開始 ボタン 無効 

終了 開始 有効 

 

  

選択したファイルは削除され、未選択ファイルのみ、

一覧に残っていることが確認できます。 
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3.12.2. PDF削除「しない」選択時の RIP 動作パターン 

PDF削除「しない」を選択していることを確認した上で、グリッド内の PDFファイル一覧から RIPしたいファイルを選択し

ます。ファイル選択後に、表示形式「選択分」による絞り込みや表示順「選択番号順」でソートをかけると選択したファイル

に漏れがないかどうか確認し易くなります。RIPしたいファイルを全て選択したら、RIP動作指示の「開始」ボタンをクリッ

クして RIP動作を実行します。 

   

   

  

選択したPDFファイルが選択

番号順にソートされているこ

とが確認できます。 

クリック 
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（１） RIP自動終了後、抽出対象「全て」選択 

   抽出対象「全て」を選択したとき、PDFファイルのステータス「未実施分／実施済分」に関係なく、対象フォルダに格納さ

れているファイルが全件一覧に表示されます。 

  

 

（２） RIP自動終了後、抽出対象「未実施分」選択 

 抽出対象「未実施分」を選択したとき、対象フォルダに格納されている PDFファイルのうち、ステータスが「未実施分」に

なっているファイルのみ抽出されて一覧に表示されます。 

  

  

一覧にステータス「未実施分」の PDF

ファイルのみ表示されます。 

※枠内（緑色）は「実施済分」が非表示

になっていることを表しています。 

RIP 実施済みの PDF ファイルを含

め、対象フォルダに格納されている

ファイルが全件一覧に表示されて

いることが確認できます。 
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（３） RIP自動終了後、抽出対象「実施済分」選択 

 抽出対象「実施済分」を選択したとき、対象フォルダに格納されている PDFファイルのうち、ステータスが「実施済分」に

なっているファイルのみ抽出されて一覧に表示されます。 

  

 

 

 

  

一覧にステータスが「実施済分」の

PDFファイルのみ表示されます。 
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3.12.3. 「終了」ボタンクリック操作 

  こちらの「終了」ボタンは、RIP動作中や RIP自動終了後のタイミングで使用します。クリック操作を行い処理が実行される

と画像受信機との通信は切断されます。 

   

（１） RIP動作中でのクリック操作 

RIP動作中に「終了」ボタンをクリックすると「RIP動作を終了してもよろしいですか？」と確認メッセージが表示されます。

こちらのメッセージダイアログにて「いいえ」をクリックした場合、メッセージダイアログは閉じて RIP動作は継続して行わ

れます。（メッセージダイアログが表示されている間も RIP動作は行われています。） 

 

一方、「はい」をクリックした場合、メッセージダイアログが閉じると同時に実行中の RIP動作が停止します。 

 

「終了」ボタンクリック後、メイン画面の

状態が、RIP開始前の状態に戻ります。 

クリック 



「VP Authoring StudioⅡ」PRIGS  【 製品のご案内 】   Text and Graphics Inc. 

57 

 

 

（２） RIP動作終了後でのクリック操作 

RIP 動作終了後に「終了」ボタンをクリックすると再度、画像受信機との通信は切断され、メイン画面右側「動作状態表示」

の表示内容がすべて消えます。（画像受信機およびコントローラのモニタ表示、現在の伝送性能表示） 

一方、メイン画面左側（ジョブ設定、対象 PDFファイル設定）の表示は保持されています。 

 

   

 

   

  

動作状態表示の表示内容が、すべて消えた

ことが確認できます。 

クリック 
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4. 操作・使用上の注意点 

＜ 起動および終了について ＞ 

◆ 万一、操作中にフリーズ等で異常終了した場合、本製品に関わる全ての機器（コントローラ、レンダラ１、レンダラ２、画像

受信機等）のアプリケーションおよびメイン画面を再起動する必要があります。再起動は、画像受信機、レンダラ（１，２）、

コントローラの順番で行い、メイン画面の起動は最後に行ってください。 

◆ 本製品を正常終了して閉じる場合、［ ファイル（F）］メニューより「サービスの終了（E）」をクリックし、メイン画面上のコ

ントロールが全て無効状態になったことを確認した上で［ ファイル（F）］メニューの「終了（X）」をクリックしてプログラ

ムを終了してください。なお、再度使用する場合は各機器のアプリケーションはそのままの状態でコントローラのメイン画面

のみ再起動すれば問題なく使用できます。 

 

＜ PDFファイルについて ＞ 

◆ PDF削除「しない」を選択するためには、パスワード設定あり利用者 IDが必要になります。 

◆ PDFファイルの削除条件については PDF削除「する」が選択されていることが前提になります。選択した単体または複数の

PDFファイルを RIP実行し、最後に選択した PDFファイルの最終ページまで RIPが行われて自動終了したタイミングで選択

した PDFファイルは全て削除されます。そのため手動による終了（「終了」ボタンクリック等）では選択した PDFファイルは

一件も削除されないのでご注意ください。 

また、選択した PDFファイルの指定ページが例え 1ページ（シート）であっても、RIP自動終了時には削除対象となるためご

注意ください。（【例】格納ページ：200、開始ページ：101、終了ページ：102） 

◆ グリッドのカラム名「格納ページ／シート」、「開始ページ／シート」、「終了ページ／シート」、「対象ページ／シート」につい

ては、品種の表裏区分によって「ページ」または「シート」に変化します。また、該当する列に表示されるセルの数値も、表

裏なしの場合はページ値、表裏ありの場合はシート値で表示されるため RIP動作する際はご注意ください。なお、選択した品

種の表裏区分については、PDF変換パラメータの「表裏区分」をご確認ください。 
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＜ 動作状態表示について ＞ 

◆ 画像受信機モニタ表示「送信性能」の表示される字の色について説明します。こちらは、伝送性能の状態ごとで色分けされて

おり、黄色表示の場合は伝送性能［0～69%］、白色表示の場合は伝送性能［70～99%］、水色表示の場合は伝送性能［100%］

となります。 

 

◆ 以下、画像受信機モニタ表示のカラムについての説明になります。 

カラム名 表示形式 表示内容 

機器No 数値 １＝コントローラ、２＝レンダラ１、３＝レンダラ２になります。 

接続No 数値 RIP実行時に割り当てられる各セッションの番号になります。 

送信性能 速度（m/分） 各セッションの伝送性能が表示されます。 

ファイル番号 数値 RIP動作中の PDFファイルの選択番号が表示されます。 

通し番号 数値 開始／終了ページ等に関係なく、RIP実行したページ数が表示されます。 

シート番号 数値 RIP実行中の PDFファイルの合計シート数が表示されます。 

PDFページ番号 数値 RIP実行中の PDFファイルのページ番号が表示されます。 

送信画素数［Width］ 数値 RIP実行中の PDFファイルの画素数（幅）が表示されます。 

送信画素数［Height］ 数値 RIP実行中の PDFファイルの画素数（高さ）が表示されます。 

  上記内容は、コントローラ、レンダラ１、レンダラ２の３つの機器で割り当てて RIPを行っています。なお「シート番号」は

PDFファイル毎のシート数ではないためご注意ください。 

 

◆ 以下、コントローラモニタ表示のカラムについての説明になります。 

カラム名 表示形式 表示内容 

機器No 数値 １＝コントローラ、２＝レンダラ１、３＝レンダラ２になります。 

時刻 文字列 RIP実行中の時刻がリアルタイムで機器毎に表示されます。 

状態 文字列 

各機器のリアルタイムの状態が表示されます。（白色表示＝「RIP開始」RIP

が正常に実行されている状態、黄色表示＝画像受信機側のバッファが FULL

のためメモリ件数およびディスクに貯めている状態、水色表示＝WAIT［待機

中］状態） 

メモリ件数 数値 画像受信機側のバッファ FULL時、メモリに格納された件数が表示されます。 

DISC排出件数 数値 
画像受信機側のバッファ FULL時、メモリ領域の超過分が DISCに格納 

された件数が表示されます。 

画像通信件数 数値 画像の通信件数が表示されます。 

ファイル転送件数 数値 ファイル転送の件数が表示されます。 

  「状態」の表示が「RIP_FULL」で画像受信機側のバッファが FULL時の間は、画像受信機モニタ表示の動きが一時停止します

が問題ありません。バッファが FULLで送信できない状態が続いているため、バッファに空きができたら送信が再開します。

なお、メモリ・DISCから優先的に画像データが排出されます。 

 


