DR-2580C 簡単スタートガイド

メモ

最初にお読みください

●

●

DR-2580C セットアップディスクには、「DR-2580C スキャナドライバ」、
「CapturePerfect3.0」が入っています。詳細についてはユーザーズガイド
P.16「セットアップディスクについて」を参照してください。

6. 保護テープと保護シートが残っていないことを確認し、ローラユニットとリ

メディアドライブ株式会社製

両端を押し、カチッと音がして確実に閉じたことを確認してください。

固定レバー

付属のアプリケーションソフトウェアディスクには、以下のアプリケーション
が入っています。ソフトウェアのインストールについてはディスク内の
Readme.txt をお読みください。
ローラユニット

【e.Typist エントリー 2】

このたびは、キヤノン image FORMULA DR-2580C をお買い求めいただき、ありがとう
ございます。
本機のマニュアルは、製品に付属している「簡単スタートガイド（本書）」と「ユーザーズガ
イド」
、セットアップディスクに収納されている「CapturePerfect3.0 操作ガイド」の電子
マニュアルで構成されています。本機をお使いになる前にそれぞれのマニュアルをよくお読
みになり、本機の機能をよく理解してからお使いください。また、お読みになったあとも大
切に保管してください。

7. 上部ユニットを静かに閉じます。

タードローラを決められた場所に取り付けます。

日本語 / 英語 OCR ソフトウェア

【やさしく名刺ファイリングエントリー 2】
メディアドライブ株式会社製

日本語 OCR 機能付き名刺管理ソフトウェア

* e.Typist エントリー 2/ やさしく名刺ファイリングエントリー 2 をご使用の際は、付
属の「もっとスキャナを使いこなそう（e.Typist エントリー 2/ やさしく名刺ファイ
リングエントリー 2 アップグレード案内）
」をよくお読みください。
* 本製品に関しては、メディアドライブ株式会社にお問い合わせください。

リタードローラ
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次は、ソフトウェアのインストールを行ないます。
（☞STEP3）

1. 固定レバーを起こし①、右方向に動かします②。

【PaperPort ® 11】

簡単スタートガイド（本書）

スキャナの準備ができました。

ローラユニットを以下の手順で上部ユニットに取り付けます。

Nuance 社製 文書ファイリングソフトウェア
* PaperPort ® は、Nuance Communications, Inc. の登録商標です。
* 本製品のサポートをお受けになるには Professional 版へのアップグレードが必要に
なります。
* 本製品のアップグレードについては以下の URL をご覧ください。
http://www.nuance.com/partneroffer/canon

本機を使えるようにするまでのセットアップの手順について書かれています。本ス
タートガイドの手順に従って本機をセットアップしてください。

ユーザーズガイド
本機の取り扱いからメンテナンス、トラブルシュートなど本機を取り扱うための項
目全般および、ISIS/TWAIN ドライバ、ジョブ登録ツールの設定について書かれて
います。

CapturePerfect3.0 操作ガイド（電子マニュアル）
キヤノンドキュメントスキャナ専用アプリケーション CapturePerfect3.0 の操作
マニュアルです。

●

付属品は予告なく変更されることがあります。

●

梱包箱および梱包材は本機の保管や輸送の際に必要ですので、捨てないで保管
してください。

ソフトウェアのインストール
2. ローラユニットを本体の軸にセットします。

DR-2580C セットアップディスクからソフトウェアのインストールを行います。ソフト
ウェアのインストールは、スキャナをコンピュータに接続する前に行なってください。

注意

メモ

付属品を確認したら、スキャナを使用するための準備を行ないます。
（☞STEP2）

CapturePerfect3.0 操作ガイドは、PDF(Portable Documents Format）形
式のドキュメントファイルで、ソフトウェアのインストールにより以下の場所に
登録されます。（→ STEP 3）

・
・
・
・
・
・
・

3. ローラユニットの凸部を本体の溝に入れ、ローラユニットを上に上げます。

保護部材の取り外し〜ローラの取り付け
DR-2580C を箱から取り出したら、本体に貼られているオレンジ色のテープと保護
シートをすべて取り除き、リタードローラとローラユニットを本体に取り付けます。
CapturePerfect3.0 操作ガイド

外装を止めているオレンジ色のテープを全て剥がします。
排紙補助トレイを止めているテープをはがすときは、排紙補助トレイを手で押
えながら剥がしてください。

付属品を確認する

Windows 98SE
Windows Me
Windows 2000 Professional SP4 以上
Windows XP Home Edition SP2 以上
Windows XP Professional SP2 以上
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista Home Basic/Premium/Business/Ultimate/Enterprise
SP1 以上（32 ビット版、64 ビット版）

❏ ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータに接続しない
でください。ソフトウェアをインストールする前にスキャナを接続し、ス
キャナの電源をオンにすると以下のウィザード画面が表示されます。この場
合は、
［キャンセル］ボタンをクリックして画面を終了させ、スキャナの電源
をオフにします。

4. 固定レバーを①→②の順に動かしてローラユニットを固定します。

1.

❏ ソフトウェアをインストールする前にお使いのコンピュータが以下の Windows で正常に動作していることを確認してください。動作環境の詳細につ
いてはユーザーマニュアル（機能詳細編）P.2-3「動作環境について」を参
照してください。

(Windows XP の場合）

箱を開けたら以下のものが同梱されていることを確認します。
万一、不足品や損傷品がある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
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排紙補助トレイ

2.

リタードローラを以下の手順でローラカバー内部に取り付けます。
1. ローラカバーを取り外します。

背面カバーを開き、保護シートを取り除きます。
❏ ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了さ
せてください。

背面カバー

DR-2580C

ACアダプタ/電源コード

USBケーブル

原稿ガイドアダプタ

❏ Windows2000 以降の Windows にログオンする場合、必ず Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。
❏ ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了さ
せてください。

2. リタードローラ固定レバーを起こし①、右方向にスライドさせます②。

簡単スタートガイド
（本書）

ユーザーズガイド

DR-2580C
セットアップディスク

ジョブラベル

リタードローラ

アプリケーション
ソフトウェアディスク

ローラユニット

3.

背面カバーの両側を押して閉じた後、給紙トレイを開きます。

Adobe Acrobat
セットアップディスク

給紙トレイ

4.

3. リタードローラをセットし、ローラの切り欠き部を本体の軸に合わせます。

e.Typistエントリー2
やさしく名刺ファイリングエントリー2
アップグレード案内

OPEN つまみを両側から押しながら上部ユニットを開きます。

●

リタードローラとローラユニットは DR-2580C 本体に取り付けて使用しま
す。
「ローラの取り付け」

●

DR-2580C セットアップディスクには、ユーザーズガイドにはさまれていま
す。

オレンジ色の保護テープと一緒に保護シートを取り除きます。

☞

5. ローラカバーを取り付けます。

■商標および登録商標について
Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
imageFORMULA® は、キヤノン電子株式会社の登録商標です。
Microsoft Windows® は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

PUB. CE-IJ-636

DR-2580C セットアップディスクを CD
ドライブにセットします。

Windows Vista をお使いの場合
OPENつまみ

5.

・
・
・
・

2.

保証書

4. 固定レバーを左に動かしてリタードローラの穴にはめ込み①、奥に倒してリタード
ローラを固定します。②

メモ

Windows に Administrator 権限のアカウントでログオンします。

CD-ROM をセットすると自動的にセット
アップメニューが起動します。セットアッ
プメニューが起動しないときは、CD-ROM
内の setup.exe を実行してください。

上部ユニット

クイックリファレンス
ガイド

1.

© CANON ELECTRONICS INC.2008

Windows Vista をお使いの場合、Administrator 権限のアカウントでログオンして
いる場合でも「ユーザーアカウント制御」
画面が表示されることがあります。このよ
うなときは、Administrator 権限でログイ
ンしているユーザーのパスワードを入力し
て［OK］をクリックしてください。

☞ 裏面へ続く

☞ おもて面から続く
3. セットアップメニューが起動します。
セットアップメニューは、以下の画面で構成されています。
メニュー画面

12. 「CapturePerfect」のインストールが完了
したら「完了」をクリックします。

おまかせインストール

メモ

●

インストール終了の画面になります。

Windows Vista の場合、バルーンヘルプに表示される「開始するにはここを
クリックしてください。」に関わらずインストールを実行します。

4.

給紙切替レバーが

（分離給紙）側になっていることを確認します。

給紙切替レバーが （非分離給紙）側になっていると原稿が重なって搬送され
るので注意してください。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してく
ださい。

「開始するにはここをクリックしてください。」をクリックするとインス
トールの進捗を表示します。

13. 「終了」をクリックしてセットアップを終了
します。

＊表示されているすべてのソフトウェア
がインストールされます。

マニュアルを読む

給紙切替レバー

「戻る」をクリックすると、メニュー画面に
戻ります。

選んでインストール

●

Windows XP、Windows Vista では、インストールが完了するとバルーンヘ
ルプにインストール完了のメッセージが表示されます。

5.

排紙切替レバーが下側（U ターンパス）になっていることを確認します。
排紙切替レバーが上側（ストレートパス）になっていると原稿が後方に排紙さ
れます。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。

(WindowsXP）
＊DR-2580Cの電子マニュアルで、「
CapturePerfecr3.0操作ガイド」は、ソフ
トウェアと一緒にコンピュータにインスト
ールされます。

＊チェックマークを付けたソフトウェア
がインストールされます。

ソフトウェアのインストールが完了しました。

排紙切替レバー

次は、スキャナをコンピュータに接続します。
（☞STEP4）

(Windows Vista）

4. 「おまかせインストール」をクリックしま

●

す。
「おまかせインストール」では、DR2580C ドライバとジョブツール、
CapturePerfect3.0 のインストールを実
行します。

コンピュータとの接続 〜 認識

DR-2580C は、デバイスマネージャの「イメージングデバイス」に
［CANON DR-2580C USB］
（または、［CANON DR-2580C SCSI］）の
名称で登録されます。

6.

ジョブボタンの 3 を押します。
「DR-2580C モニター」が画面の右下に表示されスキャンが開始されます。
スキャン条件：白黒、300DPI、片面（初期値）

DR-2580C をコンピュータに接続し、電源を入れてコンピュータに認識させます。
ジョブボタン

5. 「インストール」をクリックします。

注意

DR-2580C ドライバのインストールを実
行します。

❏ 電源コードと AC アダプタは必ず同梱品をお使いください。
❏ コンピュータとの接続は、本機の電源スイッチがオフの状態で行なってくだ
さい。

7.

❏ Windows2000 以降の Windows にログオンする場合、必ず Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。

●

6. 「次へ」をクリックします。

7.

デバイスマネージャは、コントロールパネルから以下の手順で表示させます。

1.

電源コードを AC アダプタに接続します（①）
。

- Windows 2000 の場合、
［システム］を開き、
「ハードウエア」タブにある［デバ
イスマネージャ］をクリックします。

2.

AC アダプタのプラグを本体左側面のコネクタに差し込みます（②）
。

3.

電源プラグをコンセントに差し込みます（③）
。

- Windows XP の場合、最初にコントロールパネルをクラシック表示に切り替えて
［システム］を表示させます。その後［システム］を開き、
「ハードウエア」タブにあ
る［デバイスマネージャ］をクリックします。

4.

USB ケーブルでスキャナと PC を接続します（④）
。

5.

PC との接続を確認し、スキャナの電源をオンにします（⑤）
。

- Windows Vista の場合、［システムメンテナンス］を開き［デバイスマネージャ］
をクリックします。または、コントロールパネルをクラシック表示にして［デバイス
マネージャ］をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意いただける場合
は「はい」をクリックします。

DR-2580C モニターに「送信完了」が表示されたらスキャンが終了です。
「閉
じる」をクリックして DR-2580C モニターを閉じます。

スキャナがコンピュータに正常に認識されました。

メモ

●

ジョブボタンには、初期設定により以下の機能が割り当てられています。
ジョブボタン 1：スキャンスタート
ジョブボタン 2：スキャンストップ
ジョブボタン 3：スキャン
● ジョブボタンの機能は「ジョブ登録ツール」により変更することができます。
詳細についてはユーザーズガイド P.36「ジョブ機能によるスキャン」を参照
してください。

最後に、実際にスキャンできることを確認します。
（☞STEP5）

DR-2580C ドライバのインストールを開
始します。
DR-2580C ドライバのインストールでは、
DR-2580C ドライバとジョブツールのイ
ンストールを続けて行います。

8.

スキャン

DR-2580C ドライバのインストールが完
了したら「完了」をクリックします。
DR-2580C ドライバのインストールに続
いて「CapturePerfect」のインストール
を実行します。

6.

Windows が新しいハードウェアとして DR-2580C を認識し、インストール
を自動で行ないます。

9. 「次へ」をクリックします。
(Windows98/Me/2000）

●

ソフトウェアのインストール、DR-2580C の認識が完了したら、原稿をセットして実際に
スキャンできることを確認します。
DR-2580C は、本体の左側にあるジョブボタンを押すだけでスキャンを行なうことができ
ます。以下の手順にしたがって原稿をセットし、ジョブボタンを押して原稿がスキャンされ
ることを確認してください。

これでセットアップが完了しました。

1.

給紙トレイを開きます。

2.

原稿をよくさばき、原稿の端をそろえます。

3.

原稿のおもて面を上に前にして給紙トレイにセットし、原稿ガイドを原稿の幅
に合わせます。

(WindowsXP）

10.

使用許諾契約を読み、同意いただける場合
は「はい」をクリックします。
(Windows Vista）

原稿ガイド

11.

インストール先を確認し、
「次へ」をクリッ
クします。
「CapturePerfect」のインストールを開始
します。

スキャンした画像ファイルは、「マイドキュメント」の中にある「My
Pictures」フォルダに保存されています。（初期値）
● 初期値でされる画像ファイルは、スキャンした日時を表す 17 桁のファイル名
が付けられた PDF ファイルです。
● スキャンボタンによるスキャンの条件や保存先の設定は、プログラムメニュー
に登録された「ジョブ登録ツール」により設定されます。

DR-2580C のセットアップがすべて完了しました。DR-2580C の取扱いの詳細に
ついては付属のユーザーズガイドに記載されています。DR-2580C をお使いになる
前に、ユーザーズガイドをよくお読みください。

