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SilverFast 8 のADF機能
ADFとは、“自動文書インデント機能“ のことで
す。(英語: „Auomatic Document Feder“)多くの
フィルムスキャナーは、画像イメージの小さいリ
バーサルフィルム、中くらいの大きさのリバーサ
ルフィルム、そして 写真・映画用のフィルム（帯状
フィルム）を 自動的にインデント処理します。ユ
ーザーはフィルムホルダーのフィルムを手作業
で処理する必要なく、スキャナーのスイッチを押
していただくか、ソフトウェアのインデント処理機
能をご使用いただくだけです。
ADFにオプションとして機能を追加することで、
いくつかのスキャナーはインデント処理を行うこ
とができます。雑誌等の40, 50, または100のリ
バーサルフィルムを自動的にデジタル化できる
スキャナーもありますが、SilverFast 8 のADF機
能で、作業時間が短縮できます。特に下記されて
いるような画像校正時のRAWデータ文書処理機
能に適しています。

ADF機能使用方法
• SilverFast Ai Studio を起動させて下さい。 

WorkflowPilot モードではADF機能はご利用 
いただけません。ADF機能をご利用になる場 
合は、まず WorkflowPilot モードをディアクティ 
ブ化してください。左上にある WorkflowPilot 
の アイコ ン を クリックして い た だ くと 、 
WorkflowPilot がディアクティブ化されたサイ
ンとして、赤いアイコンをご確認いただけます。

• 時前設定: SilverFastの „設定“ の „自動“ にて、
画像自動と画像の自動フレーム確認が使用さ
れるかを矢印にて決めることができます。

• ADFスキャン準備: プレビュー画面の左側にあ
る垂直のツールリストにスペシャルツールがご
確認いただけます。一番下には、ADF機能のコ
ントロールボタンがあります。

• フィルムホルダー・イジェクト: このボタンでス
キャナーにフィルムホルダーまたは帯状フィル
ムをイジェクトするかの指示をしてください。
例: 既存の画像素材を変更する場合

スキャナーのADF機能はスキ
ャナーによって異なります。そ
れぞれの機能がすべてスキ
ャナーに対応する訳ではあり
ません。

ADF機能は SilverFast Ai 
Studio 8 に搭載されていて、
スキャナーの自動イジェクト
処理に使われます。このドキ
ュメントの最終ページで互換
性のあるスキャナーのリスト
を ご覧いただけます。 

フィルムホルダー/帯状フィルム　イジェ
クト

次の画像の呼び出し

全画像の呼び出し

WorkflowPilot inactive
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• 次画面: このボタンをクリックする
ことで、フィルムホルダーは次の画
像へのポジションへ進みます。

スキャナーは独自に構成と機能に自動文書のインデントを追加できますが、SilverFast 
8 は、スキャナー作業のオブジェクトを判断し、適切に作動します。すべてではありません
が、それぞれの ADF機能搭載のスキャナーのためのボタンと機能をご紹介いたします。

• 前画面: このボタンのクリックで、フ
ィルムホルダーは以前作業してい
た画像へ戻る事ができます。
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• オーバービュー: このボタンのクリックで、ADF
オーバービューダイアローグを開き、フィルム
ホルダーのオーバービューで画像作業する事
もできます。どの画像がスキャンされるかをこち
らでご選択いただけます。

オーバービューダイアローグは下部分でボタン
を表示します。

• 設定: 一冊のリバーサルフィルム雑誌を全部ス
キャンする場合、まず „設定“ を開いて下さい。

 „雑誌の設定“ で、スキャンに必要な雑誌の情
報を入力して下さい。
• 現行の作業ポジション: こちらで現行の雑誌の
画像の情報を入力して下さい。作業中フィルム
のポジションをマニュアルで変更する事もでき
ます。
• リバーサルフィルム最大値: 雑誌の絶対値（フ
ルスコア）を入力して下さい。
• ローテーションマガジン: フィルムの始まりと
終わり規定されていないオブジェクト（ローテ
ーション・マガジン）で作業をするとき、こちらを
チェックして下さい。

 „スキャニングされたリバーサルフィルム“ でス
キャナーされるリバーサルフィルムの数とポジ
ションを選択し、3つのオプション中からひとつ
のオプションを選択して下さい。

オーバービューダイアローグ
オープン
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• スキャナーされる現行リバーサルフィルムのポジション数: 多数の現作業ポジション
のリバーサルフィルムをスキャンします。
• 以下の情報を雑誌の最後までスキャンする: 現行の作業ポジションからすべてのリバ
ーサルフィルムをスキャン。
• リバーサルフィルムスキャンの選択: それぞれの作業ポジションにあるフィルムをス
キャンできます。; それぞれのポジションはコンマで区切ってください、ハイフンで分け
ることもできます。例: 1, 3, 5-12または1,3 & 5〜12。
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• サムネイルの更新: このボタンのクリックによっ
てフィルムホルダーにある画像のプレビューを
素早く生成できます。

• ストップ: オーバービューの更新を中断する為
には„ストップ“ をクリックして下さい。.

プレビューサムネイルは少しずつ、オーバービュ
ーダイアローグに表示されます。このプレビュー
を手がかりに、どの画像をスキャンするか選択し
て下さい。この作業の為に、„設定“をご使用にな
るか、適応するサムネイルをクリックして下さい。
青いフレームの画像は ADFスキャンを認識しま
すが、白いフレームの画像はしていません。

• OK: „OK“ のクリックでオーバービュー・ダイア
ローグを終了させて下さい。作業中の設定が認
識され、ADFスキャンがスタートします。

マウスでスキャンされたい画
像を選択してください。青い
フレームの画像はスキャンさ
れ、白いフレームの画像はス
キャンされません。

例: このオーバービューダイアローグは16以上画像から構成されるスライダーです。4
〜11のポジションのスライダーは入力されません。サムネイルは更新され 4, 11, 12, 
16 の画像は選択されず、最終的に1〜3と5〜10のポジションが選択されます。

„OK“ のクリックで作業中のプ
レビュースキャンのいくつか
の画像が自動的にスタートし
ます。

日本語
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ADFスキャンのスタート
既存のスキャンフレームのパラメーターを設定
した後、ADFスキャンをスタートできます。予め„
設定“されたSilverFast  の „ADFスキャン画像自
動処理“を更新する以外、作業中のスキャンフレ
ームの設定がそれぞれのADFスキャンジョブに
適応されます。

• スキャンモード選択: 右上にある水平のツール
中のボタン“スキャン„ をマウスで長くクリックし
ていただくと、„ADFスキャン“モードが選択され
ます。その後、ドロップダウンメニューが開きま
す。„ADFスキャン“を選択していただくと、ADF
スキャンが開始されます。
同じ方法で通常のスキャンモードに戻す事がで
きます。

ADFスキャンの中断
ADFスキャンが実行されている間、スキャナー・
ステータス・ウィンドウの左下のコントロールドッ
クで進捗状況をご確認いただけます。

• 作業中の画像スキャン中断: 作業中の画像ス
キャン処理を中断する為に、スキャナー・ステ
ータス・ウィンドウにある黄色いアイコンの黒い 
„×“ をクリックして下さい。

• すべてのADFスキャンを終了する: すべての
ADFスキャン作業を終了する為に、“ALT“キー
を押しながらスキャナー・ステータス・ウィンド
ウにある黄色いアイコンの黒い „×“ をクリック
して下さい。

すべてのADFスキャン作業を
終了する為に、“ALT“キーを
押しながら黄色のアイコン上
の黒い „×“ をクリックして下
さい。

マウスクリック: スキャンの
続行
マウスを押し続ける: スキャ
ンモードの選択、スキャンの
実行

日本語

フィルムオフセットツール
ADF機能搭載のスキャナーでフィルムをスキャンするとき、SilverFast 8 では、あいま
いなポジションを均一にする為に、フィルム上の画像を個別にスキャンする事が可能で
す。サムネイルの下にあるオーバービューダイアローグに小さい矢印があり、それによっ
て画像を左右に移動させる事ができます。
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フィルムホルダーのバリエーション
様々なフォーマットで作業をする為のフィルムホ
ルダーは、コントロールドックの左上にご希望の
フォーマットがあります。

ADF機能をご使用いただけるスキャナーのリスト

• Braun Phototechnik Multimag SlideScan 
4000 / 4000b

• Braun Phototechnik Multimag SlideScan 
6000 

• Nikon LS 4000ED / Super Coolscan 4000ED *
• Nikon LS 40ED / Coolscan IV ED *
• Nikon LS 5000ED / Super Coolscan 5000ED *
• Nikon LS 50ED / Coolscan V ED *
• Nikon LS 8000ED / Super Coolscan 8000
• Nikon LS 9000ED

• Pacific Image Electronics PowerSlide 3650
• Pacific Image Electronics PowerSlide 5000

•	Plustek	OpticFilm	120
•	reflecta	DigitDia	4000	/	5000	/	6000	/	
7000
•	reflecta	RPS	7200
•	reflecta	RPS	10M

* こちらのNikonのスキャナー
には、付属品として特別 ADF
機能のサポートをお薦めして
います。
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