FXDocV
(Fuji Xerox Document Vision)
富士ゼロックスプリンタ用 電子帳票ソフトウェア

ネットワーク化、ペーパーレス化を推進する
次世代のオフィス環境に適応した
電子帳票ソフトウェア

エイセル株式会社

紙から画面へ

今日、企業各社に於いて各種業務――特に情報管理――はますます高精度化され、それに伴い、より
効率的な電子化(コンピューターの運用)が求められているのが現状です。しかし、このコンピューター
化が進むにつれ、種々の情報・データの最終媒体である紙媒体への出力要求は増大する一方です。そ
の膨大な出力要求を満足させるために、従来はセンターのプリンティングシステムの高速・量産化に
よって対応してきました。しかしながら、センターでの集中プリントでは、
 仕分け、配送が煩雑となり手間がかかる。ユーザー部門への配送などのコストがかかる
 印刷物を保管するためのスペースが必要となる
 出力の要求から実際の印刷物を手にするまでに時間がかかる
 一括処理されるため、不要なものまで同時に配送される
 帳票データを各ユーザが二次利用するためには、人手による再入力が必要となり、時間的
ロスや入力ミスが発生する
などの様々な問題がありました。このような問題を解決するために開発されたのが電子帳票ソフトウ
ェア「FXDocV」です。
「FXDocV」は、従来ホストプリンタで紙に印刷していた膨大な帳票データを、パソコンの画面上で
印刷イメージにより表示・確認し、必要に応じてプリンタで印刷することができます。
さらに電子帳票ソフトウェア「FXDocV」を導入することで次のようなメリットが派生します。
◆デリバリの高速化
ホストプリンタからの印刷物を人手で配送するのではなく、電子データをそのまま転送
するのでスピーディでタイムリーな入手が可能。
◆オン・デマンドの出力が可能
随時手元で出力指示できるので、必要時までの印刷物の保管・管理業務が不要。
◆ペーパーレス化を推進
紙に出力しないことでコストの削減やエコロジーに貢献し、さらに従来の保存・保管ス
ペースをほぼ不要とすることができる。
◆紙媒体では不可能なことを可能に
電子帳票では電子データであることを利用して、検索や帳票データの二次利用など、従
来の紙媒体では困難であった操作が容易になる。
◆移行が容易
フォーム・PDL・ロゴ・外字などの CPS プリンタの資源を有効に利用することができ
るので、「FXDocV」を導入するために既存の CPS 資源を新たに作成し直す必要がな
く、移行が容易に行える。
◆一元管理が可能
CPS 資源をそのまま利用できるので、センターと分散ユーザ先の双方で資源を分ける
ことなく、まとめて一元管理ができる。
◆リーズナブルなシステム構築
一般に、高額な電子帳票システムが多いなか、「FXDocV」では低価格にてご提供。さ
らに既存の PC を利用することで、低価格で高性能な分散出力をコンセプトとする電子
帳票システムが構築できる。

表示機能
紙にも劣らない多機能表示
表示倍率の変更

付箋・マーキング

画面の表示倍率は、クリック操作だけで変えられます。標
準表示設定は 50%、100%、150%、200%、400%の 5 段階
です。その他、50～400%の範囲内で、任意の倍率を指定
して表示できます。

画面上の帳票に任意の場所を指定して付箋を貼ったり、マ
ークペンによるマーキングができます。付箋は貼るだけで
なく、移動・削除も簡単にでき、コメントを記入すること
も可能です。

複数画面表示
多彩なページ移動方法
紙媒体の印刷物と違って、見たいページが簡単に開けます。
前ページ・次ページへの移動はもちろん、ページ番号を入
力するだけで見たいページを直接表示することができま
す。帳票タイトルを指定して、別の帳票を表示したり、異
なるフォームへの移動も可能です。

複数の帳票データファイルを同時に開いたり、同一帳票デ
ータファイルの異なるページを別々のウィンドウを開いて
同時に見ることができます。同種の帳票データの比較など
に便利です。

ナビゲーションウインドウ
帳票の一覧を常に確認できるナビゲーションウインドウを
装備しています。また、このウインドウ上で個々の帳票デ
ータや帳票タイトルにメモをつけたり、パスワードを設定
したりといった帳票データへの各種操作が可能となってい
ます。

画面分割表示
拡大して画面に表示できなくなった帳票データを見やすく
する機能です。帳票の行項目名や列項目名とデータ部分を
分割し、データのみをスクロールすることで、項目名から
離れた位置にあるデータの確認が容易になります。
ＢＦＯＲＭ表示
日本語帳票タイトル
各々の帳票データに、日本語帳票タイトルを付加すること
ができます。見たい帳票を表示したり、用紙に印刷する場
合、ナビゲーションウインドウの帳票タイトル一覧の中か
ら、帳票タイトルを指定するだけで画面表示・印刷ができ
ます。
また、帳票タイトルは 3 段階の階層構造をとることができ
るので、この階層構造を利用して、各々の帳票データをカ
テゴリーごとに細分化し、効率的な運用がユーザ側でも可
能です。

両面印刷データで、裏面がフォームデータのみのページを
BFORM と呼びます。BFORM がある帳票データの場合、
ツールバーにある＜BFORM ページ表示＞ボタンを選択す
ることによって、BFORM ページの表示・非表示を簡単に
切り替えることができます。

検索機能
条件別検索で作業能率アップ
文字列検索

組み合わせ検索

豊富な検索方法の一つとして文字列の検索があります。見
つかった文字列をマーキング機能で色を変えて表示するこ
とができるので、一目で分かります。検索範囲もページ単
位による指定、フォーム指定、帳票タイトルによる設定が
できます。

複数のフィールドに設定した条件を組み合せて複合検索し
ます。検索の際には、空白項目等の内容を補う暗黙項目の
設定を有効にすることもできます。

付箋検索
数値検索
数値による検索は、柔軟な条件の設定で簡単に検索するこ
とができます。たとえば、「10000 以上かつ 20000 以下の
数値」を検索する場合、下図の様に設定します。そして検
索を実行すれば 10000 以上かつ 20000 以下の数値が検索さ
れます。さらにマーキング機能を使って一括検索もできま
す。

帳票の中から付箋を検索し、見つかった付箋を表示します。
ただ付箋を検索するだけでなく、付箋に書き込まれている
コメントを対象にして検索することもできるので、特定の
付箋を簡単に探し出せます。付箋さえ貼ってあればページ
めくり機能を使わなくても、検索で表示させたいページま
で一気にジャンプすることができます。

マーキング検索
フィールド内検索
フィールドと呼ばれる領域を指定して検索することにより、
特定の項目のみを対象に検索します。

付箋検索と同様に、帳票の中からマーキングを検索し、見
つかったマーキングデータを表示します。
フォーム検索
帳票の中から指定されたフォームを検索し、見つかった帳
票を表示します。
検索条件の登録
検索を行った文字列、数値、フォーム名はそれぞれ最大 10
件まで自動登録します。過去に検索した文字列・数値・フ
ォーム名で検索する場合はキーボードから入力せずに、ド
ロップダウンリストからマウスで選択するだけで検索でき
ます。

印刷機能
必要な帳票だけ印刷、資源を守る
「FXDocV」では、帳票データを画面で表示するだけではなく、ページ指定をした範囲だけの部分印刷が可能なので、今ま
でのような、必要のない帳票まで出力せずにすみます。また標準のプリンタとして、高性能な富士ゼロックス社製 ART プ
リンタをサポートしており、センターでの CPS プリンタの出力と同品位の出力を実現しています。

ページ指定印刷

ＧＤＩ印刷

帳票データを、ページ指定して印刷することができます。
全ページ・現在のページ・任意のページ範囲を指定するこ
とができます。また、帳票タイトルによる範囲と組み合わ
せた指定をすれば、さらに細かい印刷の指定ができます。

Windows 標準の印刷機能である GDI を使用して、帳票を
印刷することができるので、プリンタの機種を選ばずに印
刷が行えます。CPS プリンタでは印刷できなかった端のデ
ータも、印刷時に倍率を縮小できる機能によって、帳票デ
ータ全体を印刷できます。そして GDI 印刷が可能となった
ことで、Windows 上にファクシミリソフトウェアがあれば、
帳票データをファクシミリで送信することができ、さらな
る分散出力が期待できます。

付箋・マーキングページ印刷
付箋ページ、マーキングページを選択することにより、印
刷範囲内の付箋が貼られているページ、またはマーキング
されているページのみを印刷することができます。しおり
のように必要箇所に付箋を貼っておけば簡単に印刷できま
す。

付箋・マーキングイメージの印刷
オプションの付箋およびマーキングを選択することにより、
付箋や付箋内のコメント、マーキングのイメージをそのま
ま印刷することができます。出力した後、わざわざ付箋を
貼ったりする必要がありません。

両面印刷
両面印刷の帳票データを、富士ゼロックス社 CPS プリンタ
と同様に両面印刷することができます。両面印刷が可能と
なったことで、用紙の枚数を必要最低限に抑えます。

帳票データの利用
帳票データの二次利用でさらに便利に
今までは、送付された紙媒体のデータを利用するためには、印刷物を見ながらパソコンにデータを再入力する必要がありま
した。「FXDocV」では、画面上で指定した範囲のデータを、クリップボードや共通形式のファイルを介して、表計算プロ
グラム等の、他のアプリケーションに渡すことが可能です。このように帳票データを他のアプリケーションに渡すことで、
データの人手による再入力という手間を省き、簡単に帳票データの二次利用・二次加工ができます。

保存可能なフィールド設定

ＴＥＸＴ、ＣＳＶ形式ファイルの利用

他のアプリケーションへ渡したい帳票データにフィールド
を設定します。設定したフィールドは、同一のフォームに
は、同じ範囲に自動的に設定されます。さらに保存も可能
なので、毎回フィールドを設定し直す必要はありません。

指定したページのフィールド設定されている帳票データを
すべて書き出す場合には、まずフィールド設定を行い、テ
キストファイルまたは CSV ファイルの形式で保存します。
保存したファイルを表計算プログラムなどで開けば、フィ
ールド設定されたデータをまとめて渡すことができます。

クリップボードで簡単にデータの受け渡し

検索機能と連動したデータ抽出

画面上に表示されているページの帳票データを他のアプリ
ケーションに渡す場合には、フィールド設定を行い、クリ
ップボードにコピーし、表計算プログラムなどで貼りつけ
を行います。このような簡単な操作で正確にデータの受け
渡しができます。

検索機能を使い、その条件に合った行をデータとしてクリ
ップボードまたはファイルに抽出します。フィールド設定
と検索機能をあわせて使用することで、さらに絞り込んだ
データ抽出ができ、データの二次加工も容易になります。

関連製品のご紹介
ＦＸＰＦＧ／Ｗｉｎ
（富士ゼロックスプリンタ用ソフトウェア
PC フォームジェネレータ）
FXPFG/Win は、富士ゼロックス社のプリンタで出力するド
キュメントの各種電子フォームを、パソコンを使って簡単に
作成することができるソフトウェアです。
パソコンの画面上で印刷イメージを確認しながら、イメージ
通りのフォームの作成・編集がスピーディかつ正確に行えま
す。Windows 対応によって操作性の向上はもちろん、機能面
でもより高度な機能の数々を搭載。複雑な帳票のフォームか
ら各種レポート用紙などのフォームまで、本格的なフォーム
作成が思いのままに行えます。

ＦＸＦＬＰ／Ｗｉｎ
（富士ゼロックスプリンタ用
フォームプリントソフトウェア）
FXFLP/Win は FXPFG/Win で作成した FSL ソースファイル
を、パソコンに接続された富士ゼロックス社レーザープリン
タ（ART 対応）で、フォームのテストプリントが行えるソフ
トウェアツールです。
従来のように CPS プリンタで FSL ソースのコンパイルをし
なくてもフォームのテストプリントができるので、CPS プリ
ンタ側ではフォームの最終確認のみを行えばよく、フォーム
の作成、修正における作業をスピーディに効率よく行うこと
ができます。
さらに、作成したフォームとスペーシング・チャートの合成
出力機能も付加されているので、フォームの座標が一目で確
認できます。

ＦＸＧＤＧ
（富士ゼロックスプリンタ用ソフトウェア
グラフィックデータジェネレータ）
FXGDG は富士ゼロックス社のレーザープリンタで出力する
ためのグラフィックを、パソコンの画面を見ながら対話形式
で簡単に作成できるグラフィック作成ソフトウェアです。
描画機能を使い、会社のロゴマーク、案内図などのイメージ
作図などいろいろなグラフィックを効率良く作成。一度描い
た図形やイメージの変更も簡単に行えます。ゴシック文字や
記号・漢字フォントなども優れた操作性、豊富な機能で思い
のままに作成できます。

【システム構成】
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【動作環境・必要条件】
■ハードウェア環境
OS

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional (32 ビット)
※64 ビット OS には対応しておりません。
※上記以外の OS については別途お問い合わせください。

CPU

Pentium(R) 133MHz 以上
※使用する OS 側の制限により必要な CPU が変わる場合があります。

メモリ

32MB 以上（推奨：64MB 以上）
※使用する OS 側の制限により必要なメモリが増える場合があります。

HDD
対象プリンタ

10MB 以上の空き容量
1.富士ゼロックス（株）社製レーザープリンタ ART3、ART4 対応機種
※オプション装着での ART4 エミュレーション搭載機種には対応しておりません。

2.Windows(R) 対応プリンタ
（株）日立システムズ社製 FX/Dios、FX/Dios-C が出力する帳票データが必要となります。

備考

【価格表】
単位
PC1 台
PC10 台
事業所単位契約

標準価格（税別）
198,000 円
1,800,000 円
5,000,000 円

※ライセンスはインストールする PC ごとに必要です。
※ライセンス範囲は、同一事業所内です。
※年間サポート料金は、導入初年度からの締結となります。
Microsoft 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。
Pentium は米国インテル社の登録商標です。
その他記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

■お問い合わせ先

エイセル株式会社
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-1-1
TEL：(03)3263-6421
FAX：(03)3263-6516
E-Mail：support@acel.co.jp
URL：http://www.acel.co.jp/
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

年間サポート料金（税別）
29,800 円
270,000 円
500,000 円

