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1. 本マニュアルについて
本マニュアルは、SPA の開発者向けのマニュアルです。
次のモジュールのセットアップ手順について説明します。
• SPA サーバー
• Bridge サービス
• Document Converter

マニュアルの対象バージョン
本マニュアルの対象バージョンは、SPA Ver. 10.4.0.0 です。

マニュアルの体系
SPA には以下のマニュアルがあります。
マニュアル名

概要

対象読者

SPA 製品ガイド

SPA を理解する上で必要な概念や、設定、運用に関
する手順について説明します。

開発者、システ
ム管理者、運用
管理者

セットアップガイド

SPA、および Bridge サービス、Document Converter
のセットアップ手順について説明します。

開発者、システ
ム管理者

Web API リファレン
ス

SPA が提供する Web API のリファレンスです。

開発者

Web 利用者操作ガイド

SPA に保存されている文書を利用して、Web ブラウ
ザーから一般利用者が操作できることを説明します。

一般利用者

タブレット利用者ガイ
ド

SPA に保存されている文書を、タブレットから利用
する手順について説明します。

一般利用者

SPA Enterprise 設定
ガイド

SPA Enterprise の導入方法と設定、運用について説
明します。

開発者、システ
ム管理者

シナリオで学ぶ機能活
用

SPA でよく使われる機能の設定について、目的別に
まとめたチュートリアルです。

開発者、システ
ム管理者、運用
管理者

マイグレーションガイ
ド

旧バージョンの SPA のデータを SPA Ver. 10.2 以降
で利用するために必要な作業や、マイグレーションの
仕様について説明します。

開発者、システ
ム管理者

対象読者
本マニュアルでは、対象読者となるユーザーを次のように定義しています。
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ユーザー

説明

開発者

SPA の運用環境を作成するユーザー。

管理者

システム管
理者

SPA のユーザー、グループの追加や定義類の作成など、アーカイブ前に
必要な管理業務を行うユーザー。主に、管理画面での設定を行う。

運用管理者

SPA でのアーカイブや、アーカイブされた文書類を業務の中で利用する
ための管理業務を行うユーザー。主に、ユーザー画面での設定を行う。

一般利用者

SPA にアーカイブされた文書を Web ブラウザーおよびタブレットから
利用するユーザー。

マニュアル内で使用する表記
マニュアル内で使用する表記について説明します。

注意、参考、制限
マニュアル内では、注意、参考、制限を次のように区別して記載しています。

注意
操作によって元の状態に戻れなくなる場合や、元の状態に戻るのが難しい場合に、このパーツで
示します。

参考
製品を使用する上での補足情報をこのパーツで示します。

制限
製品の制限をこのパーツで示します。

記号
マニュアル内で使用する記号の意味は、次のとおりです。
記号
［］

表記例
［ファイル］メニュー

意味
製品画面に表示されている項目名やメニュー名を表します。
OS や他社製品の項目名やメニュー名も同様に表します。

<>

http://<IP アドレスまたは
サーバー名>

URL やファイル名の一部など、環境によって変わる文字列を
表します。

\

C:\archiver

入力例では、円マーク（\）はバックスラッシュで表します。

商標
本製品では、ABBYY 社の OCR エンジンを使用しています。
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本製品では、EduLab 社の OCR サービスを使用しています。

本製品では、Cogent Labs 社の OCR サービスを使用しています。

本マニュアルに記載されている社名および商品名等の名称は、各社の商標または登録商標です。

著作権
(C) 2013 WingArc1st Inc. All rights reserved.

その他
本マニュアルの内容は予告なく変更することがあります。

発行
2020 年 8 月 31 日

初版

改訂履歴
マニュアル修正（誤記や誤解を招く表記の修正）の履歴については、下記のページを参照してくださ
い。
改訂履歴 (p. 81)
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2. SPA のセットアップについて
• SPA でセットアップするサーバーおよびサービス (p. 4)
• サーバーおよびサービスのセットアップ順 (p. 6)

SPA でセットアップするサーバーおよびサービス
セットアップガイドでは、SPA を使用するために必要となる以下のサーバーおよびサービスのセットア
ップについて説明しています。
• SPA サーバー
• Bridge サービス
• Document Converter
• OCR サービス

参考
各サーバーおよびサービスの機能や使い方については、
『SPA 製品ガイド』を参照してください。
• SPA サーバーのセットアップ (p. 7)
SPA を使用するには、SPA サーバーのセットアップが必要です。セットアップしたサーバーにさま
ざまな形式のファイルを文書としてアーカイブし、利用します。

Bridge サービスおよび OCR サービスは、それぞれセットアップして SPA に接続することで利用で
きるようになります。
• Bridge サービスのセットアップ (p. 39)
Bridge サービスは、SPA と離れた拠点にあるデータサーバーとで、データを安全にやり取りするた
めの仕組みです。また、Bridge サービスには、スケジュールを設定して定期的にアーカイブしたり、
4

アーカイブされた文書の保存先を自動的に振り分けたりするための Loader 機能や、Active
Directory や Dr.Sum のユーザーとグループを取り込んで連携する外部認証の機能などが含まれま
す。
Bridge サービスを Windows にインストールすると、OCR 機能を使用して文書内の情報を読み取っ
て活用することもできます。

• Document Converter のセットアップ (p. 55)
Document Converter は、PDF ファイル以外のファイルを自動的に PDF ファイルに変換する機能で
す。Bridge サービスをインストールした環境にインストールして利用します。

• OCR サービスのセットアップ (p. 59)
OCR サービスは、SPA の Distributor で文書を振り分ける際に OCR 機能を使用するための仕組みで
す。
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サーバーおよびサービスのセットアップ順
• SPA サーバー、Bridge サービス、および Document Converter をセットアップする場合は、次の順
にセットアップします。
1. SPA サーバー
2. Bridge サービス
3. Document Converter
• OCR サービスをセットアップする場合は、SPA サーバーを先にセットアップしておきます。

参考
OCR サービスと Bridge サービスは、どちらを先にセットアップしても構いません。
また、OCR サービスと Document Converter についても、どちらを先にセットアップしても構
いません。
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3. SPA サーバーのセットアップ
ここでは、SPA サーバーのセットアップについて説明します。
• SPA サーバーのセットアップ（Windows 版） (p. 7)
• SPA サーバーのセットアップ（Linux 版） (p. 25)

動作環境
最新の動作環境については下記のコーポレートサイトで、「サーバー環境」の動作環境を参照してくだ
さい。
https://www.wingarc.com/product/spa/system/

URL の記載について
各画面の URL は次のとおりです。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

参考
Ver. 10.0 用の次の URL も使用できます。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/manager.jsp

Cross-Site Request Forgery 脆弱性対策について
Ver. 10.1 以前からマイグレーションした場合、Cross-Site Request Forgery（以降、CSRF と表記）脆
弱性対策の機能が無効になっています。必要に応じて、CSRF 脆弱性対策の機能を有効にしてください。
操作の手順については、『マイグレーションガイド』を参照してください。

3.1. SPA サーバーのセットアップ（Windows 版）
• SPA サーバーのインストール (p. 7)
• オプションの追加と削除 (p. 17)
• ライセンス情報の更新 (p. 20)
• SPA サーバーのアンインストール (p. 22)

3.1.1. SPA サーバーのインストール
SPA サーバーは、次の流れでインストールします。
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• インストール前の準備をする (p. 8)
• インストールする (p. 9)
• アクティベーションを 実行する (p. 11)
• サービスを起動する (p. 15)
• インストール完了を確認する (p. 15)

アクティベーションとは
「アクティベーション 」とは、製品が正規のライセンスで使用されていることを確認する手続きのこと
です。正しいアクティベーションキーを 入力し、アクティベーションサーバーに 認証されると、製品が
使用可能になります。また、オプションのアクティベーションキーを 入力することで製品にさまざまな
オプションを追加したり、ライセンスを更新したりできます。
アクティベーションの 実行方法については、「アクティベーションを 実行する (p. 11)」を参照してく
ださい。

3.1.1.1. インストール前の準備をする
SPA サーバーのインストール前に、次の項目を確認/決定してください。
• PostgreSQL の実行アカウント
PostgreSQL の実行アカウントを決定してください。インストーラーの実行中に作成できますが、既
存のユーザーを利用したい場合は、ユーザー名とパスワードを用意しておく必要があります。
なお、メンバーサーバー環境において、PostgreSQL の実行アカウントとしてドメインユーザーを指
定する場合、インストール前にドメインユーザーアカウントを作成する必要があります。
• 各種データの保存先
インストーラーの実行中に次のデータの保存先（フォルダー）を入力します。入力デフォルトはイ
ンストールフォルダー配下です。必要に応じて変更してください。
• アーカイブファイル（アーカイブしたファイル）
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• 検索インデックス
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• キャッシュ用画像（プレビューなどの際に利用するキャッシュ用の画像）
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• 共通データ（検索サーバーの管理データなど）
システムが内部的に利用します。

注意
インストール時に、PostgreSQL と Apache Tomcat も同時にインストールされます。これらの
ソフトウェアは SPA 専用に設定されており、お客様が別の目的で使用することを考慮していま
せん。同梱のソフトウェアを別の目的に使用しないでください。
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3.1.1.2. インストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• SPA サーバーのインストール先や、各種データの保存先を指定するときの留意点
• インストール先や保存先に全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると
正しく動作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでくださ
い。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。
• インストールする環境のタイムゾーンには、夏時間を持たないタイムゾーンを指定して利用するこ
とをお勧めします。
• 何らかのアンチウイルスソフトを利用している場合、PostgreSQL のデータフォルダーを監視対象か
ら外してください。不規則かつ予期できないエラーが起きたり、最悪の場合、データ破損を引き起
こす可能性があります。また、PostgreSQL の動作が遅くなることがあります。
PostgreSQL のデータフォルダーは、<PostgreSQL のインストールフォルダー>\pgsql\data です。

インストール手順
1.

製品メディア内の「\SPA\Installer\install.exe」を起動してください。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。

2.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［使用許諾契約］画面が表示されます。

3. 「使用許諾の条項に同意します」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を選択する画面が表示されます。
4.

インストール先のフォルダーを指定します。
指定先のフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定し、［次へ］ボタンをクリックします。
SPA PostgreSQL Service のインストール先を指定する画面が表示されます。

5.

SPA PostgreSQL Service のインストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定し、［次へ］ボタンをクリックします。

注意
インストール完了後は、PostgreSQL サーバーのインストール先を変更できません。
PostgreSQL データベースの実行アカウントを指定する画面が表示されます。
6.

PostgreSQL データベースを実行する OS 上のドメインとアカウントを指定して、［次へ］ボタン
をクリックします。
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インストール時に新たにアカウントを作成する場合は、任意のアカウント名とパスワードを指定
して［次へ］ボタンをクリックします。アカウントの作成メッセージが表示されたら、
［はい］ボ
タンをクリックします。

注意
• 既存のアカウントを指定する場合は、パスワードを間違えないように入力してくださ
い。
• パスワードに次の文字は使えません。
; \ % & ' | < > = "
保存先を指定する画面が表示されます。
7.

アーカイブファイル、検索インデックス、キャッシュ用画像の格納フォルダー、共通データの格
納先（保存先）を指定して、［次へ］ボタンをクリックします。
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ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。
8.

設定内容に問題がないことを確認して、［インストール］ボタンをクリックします。
問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして、設定を変更してください。
インストールが開始されます。

参考
• インストールが完了すると自動的にライセンスマネージャーが 起動し、アクティベーション
が開始されます。アクティベーションの 手順については、「アクティベーションを 実行する
(p. 11)」を参照してください。
• インストールに引き続きアクティベーションを 行わない場合は、
［キャンセル］ボタンをクリ
ックしてください。

3.1.1.3. アクティベーションを 実行する
アクティベーションには 次の 2 種類あります。利用している環境に応じて、選択してください。
どちらも「ライセンスマネージャー 」を使用します。
• オンラインアクティベーション (p. 12)
製品をインストールしたコンピューターを使って、インターネット経由でアクティベーションする
方法です。
• オフラインアクティベーション (p. 13)
アクティベーションファイルを 利用してアクティベーションする 方法です。製品をインストールし
たコンピューターがインターネットに接続されていなくても 、アクティベーションできます 。
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ライセンスマネージャーの 起動
参考
ライセンスマネージャーは 、インストール時には自動的に起動します。「オンラインアクティベ
ーション (p. 12)」または「オフラインアクティベーション (p. 13)」に進んでください。
ライセンスマネージャーは 、次の手順で起動します。

注意
ライセンスマネージャーは 、管理者権限を持つユーザーで起動してください。
1.

スタート画面から［SPA］－［ライセンスマネージャー ］を選択します。
ライセンスマネージャーが 起動し、製品一覧が表示されます。

2.

対象の製品を選択し、［次へ］をクリックします。
操作を選択する画面が表示されます。

プロキシサーバーを使用するには
プロキシサーバーを使用する場合は、ライセンスマネージャーの ［設定］ボタンをクリックします。
表示された画面で［プロキシを使用する］を選択したあと、認証が不要なプロキシサーバーのアドレス
とポート番号を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
システムプロキシを使用する場合は［コンピュータのシステム プロキシ設定を使用する］を選択しま
す。システムプロキシは Windows の［インターネット オプション］ダイアログで設定されたプロキシ
サーバーです。
認証が必要なプロキシサーバーには対応していません。オフラインでアクティベーションしてくださ
い。
なお、ライセンスマネージャーを 閉じると、設定した情報はリセットされます。

オンラインアクティベーション
オンラインアクティベーションの 手順は、次のとおりです。
1.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で［オンラインアクティベーション ］を選択し、
［次へ］ボタンをクリックします。
アクティベーションキーの 入力画面が表示されます。

2. 「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載されているアクティベーションキー （半角のハ
イフンを含む）を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。
3.

アクティベーションに 成功した画面が表示されたら、アクティベーション 完了です。
［完了］ボタ
ンをクリックして、ライセンスマネージャーを 閉じます。

4.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。サービスの起動については、
「サービスを起動
する (p. 15)」を参照してください。

参考
インストール後、続けてアクティベーションを 行う場合、サービスは自動的に起動します。
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オフラインアクティベーション
オフラインでアクティベーションは 、次の流れで実施します。
「2」のリクエストファイルの取得には、
インターネット環境が必要です。
1. アクティベーションファイル 取得用のリクエストファイルを作成する (p. 13)
2. アクティベーションファイルを 取得する (p. 13)
3. アクティベーションファイルを 使ってアクティベーションする (p. 14)
オフラインアクティベーションの 手順は、次のとおりです。
1.

アクティベーションファイル 取得用のリクエストファイルを作成する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で「オフラインアクティベーション 」を選択
し、［次へ］ボタンをクリックします。

b. ［リクエストファイルの作成］タブで、
「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載され
ているアクティベーションキー （半角のハイフンを含む）を入力します。

c. ［...］ボタンをクリックしてリクエストファイルの保存先を指定します。
d. ［保存］ボタンをクリックすると、リクエストファイルの作成完了画面が表示されます。
e.

インターネットに接続可能なコンピューターに、リクエストファイルをコピーします。
リクエストファイルの有効期限は 24 時間です。

2.

アクティベーションファイルを 取得する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
a.

Web ブラウザーで、リクエストファイルの作成完了画面に表示された URL にアクセスしま
す。
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中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/activation.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/activation.jsp
b.

アップロード画面で、コピーしたリクエストファイルを指定します。

c. ［アップロード］ボタンをクリックします。
次のメッセージが表示されたら、アップロードは成功です。

d.

ファイルのダウンロード画面が表示されたら、
［保存］ボタンをクリックして、アクティベー
ションファイルを保存します。

参考
アップロード画面の［再ダウンロード］ボタンをクリックしても、アクティベーショ
ンファイルを保存できます。
e.
3.

製品をインストールしたコンピューターに、アクティベーションファイルをコピーします 。

アクティベーションファイルを 使ってアクティベーションする
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

ライセンスマネージャーの ［オフラインアクティベーション ］タブで、［...］ボタンをクリッ
クします。
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b.

ファイルを選択する画面が表示されるので、コピーしたアクティベーションファイルを 指定
し、［次へ］ボタンをクリックします。

c.

アクティベーションに 成功したら、［完了］ボタンをクリックして画面を閉じます。

d.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、ライセンスが適用されま
す。サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。

3.1.1.4. サービスを起動する
SPA サーバーをインストールすると次のサービスが登録されます。
• SPA Archive Server
• SPA PostgreSQL Service
• SPA Solr Server
• SPA WebService
• SPA ZooKeeper
サービスを起動するには、Windows の管理ツールにある［サービス］を利用してください。

3.1.1.5. インストール完了を確認する
サービスが起動したら、ユーザー画面にログインして、インストールが完了したことを確認します。

初期ユーザーについて
インストール後、初期設定で用意されるユーザー（システムユーザー）は、「admin」ユーザーのみで
す。
ユーザー画面には、ユーザー名「admin」、パスワード「admin」でログインしてください。
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注意
ログイン後に、パスワードを変更してください。

ログイン画面を表示する
ユーザー画面のログイン画面は次のどちらかの方法で表示してください。
• SPA をインストールした端末からログイン画面を表示する場合は、スタート画面の［SPA］－［ログ
イン］を選択します。
• 別の端末からアクセスする場合は、Web ブラウザーで次の URL に接続します。
http://<IP アドレスまたはサーバー名>:44230/spa/

プロキシ環境で SPA サーバーを使用する場合の設定
プロキシサーバーを使用する場合は、以下のサポートサイトの FAQ を参照して設定してください。
プロキシ環境で SPA サーバー・Bridge サービスを使用する場合の設定
https://customer.wingarc.com/support/faq?Id=000016391

インラインフレームから SPA の画面を呼び出すときの設定
SPA が提供している画面はインラインフレーム（iframe）での利用を想定していません。そのため、イ
ンラインフレームから SPA の画面を呼び出すときには、X-Frame-Options レスポンスヘッダーが適切に
設定されていることが重要です。
必要に応じて、SPA が返却するレスポンスヘッダーに「X-Frame-Options」を付与するように設定して
ください。
設定は、SPA と一緒にインストールされる Apache Tomcat の web.xml を編集して、次のように設定し
ます。
1.

web.xml を開きます。web.xml は、次の場所に格納されています。SPA のインストール先のフォ
ルダーを「<INSTALL_DIR>」と記述します。
<INSTALL_DIR>\archiver\apache-tomcat\webapps\spa\WEB-INF\web.xml

2.

Tomcat が提供しているセキュリティフィルター 「HttpHeaderSecurityFilter」を利用し、環境に
沿った内容に設定し、web.xml を保存します。

3.

サービスを再起動します。サービスの再起動については、
「サービスを起動する (p. 15)」を参照し
てください。

参考
• web.xml については「Java™ Servlet Specification」を、
「HttpHeaderSecurityFilter」の利
用については、Apache Tomcat のマニュアルを参照してください。
• X-Frame-Options ヘッダーおよびその種類の対応状況はブラウザーによって異なります。使
用しているブラウザーを確認の上、利用してください。
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3.1.2. オプションの追加と削除
SPA には、オプションとして以下のものが用意されています。製品にオプションを追加/削除する場合
は、ライセンスマネージャーでオプションの 追加/削除を行います。
• 「SPA Timestamp Option」（タイムスタンプ（時刻認証）/長期署名）
• 「SPA Tablet Option」
• 「SPA Tegaki Option」
• 「SPA Connect Pack Option」（Bridge サービスのライセンス、OCR サービスのライセンス）
オプションの追加方法には、オンラインとオフラインの 2 種類があります。オプションの削除方法は、
オンラインとオフラインで共通です。
ここでは、オプションの追加と削除について説明します。
• ライセンスマネージャーを 起動する (p. 18)
• オンラインでオプションを追加する (p. 18)
• オフラインでオプションを追加する (p. 19)
• オプションを削除する (p. 20)

参考
オプションライセンス追加後の設定等については、以下の情報を参照してください。
• SPA Timestamp Option
タイムスタンプサービスへの接続設定、PDF ファイルにタイムスタンプ/長期署名を付与する
ための設定を行います。詳細は、『SPA 製品ガイド』の「SPA を知る」の「17. タイムスタ
ンプ/長期署名」を参照してください。
• SPA Tablet Option
タブレットに専用アプリ「SPA アプリ」をインストールし、SPA サーバーへの接続設定を行
います。
詳細は、『タブレット利用者ガイド』の「第 2 章

使用する前に」を参照してください。

• SPA Tegaki Option
Cogent Labs 社から発行された API キーを持っているときは、API キーを設定します。詳細
は、『SPA 製品ガイド』の「SPA を知る」の「2-2 Tegaki の利用方法」を参照してくださ
い。
• SPA Connect Pack Option
SPA Connect Pack Option の Bridge サービスのライセンスおよび OCR サービスのライセ
ンスについては、『SPA Connect Pack ユーザーズガイド』を参照してください。
SPA Connect Pack Option で Bridge サービスを使用するには、Bridge サービスをインスト
ールする必要があります。詳細は、「Bridge サービスのセットアップ (p. 39)」を参照して
ください。
SPA Connect Pack Option で OCR サービスを使用するには、OCR サービスをインストール
する必要があります。詳細は、「OCR サービスのセットアップ (p. 59)」を参照してくださ
い。
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ライセンスマネージャーを 起動する
ライセンスマネージャーは 、次の手順で起動します。

注意
ライセンスマネージャーは 、管理者権限を持つユーザーで起動してください。
1.

スタート画面から［SPA］－［ライセンスマネージャー ］を選択します。
ライセンスマネージャーが 起動し、製品一覧が表示されます。

2.

対象の製品を選択し、［次へ］をクリックします。
操作を選択する画面が表示されます。

プロキシサーバーを使用するには
プロキシサーバーを使用する場合は、ライセンスマネージャーの ［設定］ボタンをクリックします。
表示された画面で［プロキシを使用する］を選択したあと、認証が不要なプロキシサーバーのアドレス
とポート番号を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
システムプロキシを使用する場合は［コンピュータのシステム プロキシ設定を使用する］を選択しま
す。システムプロキシは Windows の［インターネット オプション］ダイアログで設定されたプロキシ
サーバーです。
認証が必要なプロキシサーバーには対応していません。オフラインでアクティベーションしてくださ
い。
なお、ライセンスマネージャーを 閉じると、設定した情報はリセットされます。

オンラインでオプションを追加する
オンラインでオプションを追加する手順は、次のとおりです。
1.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で［オプションの追加］を選択し、
［次へ］ボタン
をクリックします。
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［オプションの追加］画面が表示されます。
2. 「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載されているアクティベーションキー （半角のハ
イフンを含む）を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。
オプションの追加が成功したメッセージが表示されます。
3. ［完了］ボタンをクリックします。
画面が閉じます。
4.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、追加したオプションが適用さ
れます。
サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。

オフラインでオプションを追加する
オフラインでオプションを追加する手順は、次のとおりです。
1. オプションファイルを取得する (p. 19)
2. オプションファイルを使ってアクティベーションする (p. 20)
1.

オプションファイルを取得する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
a.

Web ブラウザーで、次の URL にアクセスします。
中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/option.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/option.jsp
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b. 「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載されているアクティベーションキー （半角
のハイフンを含む）を入力します。

c. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。

2.

d.

ファイルのダウンロード画面が表示されたら、
［保存］ボタンをクリックして、オプションフ
ァイルを保存します。

e.

製品をインストールしたコンピューターに、オプションファイルをコピーします。

オプションファイルを使ってアクティベーションする
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で［オプションの追加］を選択し、
［次へ］ボ
タンをクリックします。

b. ［ローカルファイルを指定して追加］を選択して［...］ボタンをクリックし、コピーしたオプ
ションファイルを指定します。
c.

アクティベーションキーを 入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

d.

オプションの追加が成功したことを示すメッセージが表示されたら、
［完了］ボタンをクリッ
クして画面を閉じます。

e.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、追加したオプションが適
用されます。
サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。

オプションを削除する
オプションを削除する手順は、次のとおりです。
1.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で［オプションの削除］を選択し、
［次へ］ボタン
をクリックします。
追加済みのオプション一覧が表示されます。

2.

削除するオプションの［削除］をオンにして、［次へ］ボタンをクリックします。
削除を確認する画面が表示されます。

3. ［OK］ボタンをクリックします。
成功のメッセージが表示されます。
4. ［完了］ボタンをクリックします。
画面が閉じます。
5.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、削除後の状態が適用されます。
サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。

3.1.3. ライセンス情報の更新
ライセンス情報を更新するには、ライセンスマネージャーを 利用します。ライセンス情報の更新方法
は、オンラインとオフラインの 2 種類あります。
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ここでは、ライセンス情報の更新について説明します。
• ライセンスマネージャーを 起動する (p. 21)
• オンラインでライセンス情報を更新する (p. 21)
• オフラインでライセンス情報を更新する (p. 22)

ライセンスマネージャーを 起動する
ライセンスマネージャーは 、次の手順で起動します。

注意
ライセンスマネージャーは 、管理者権限を持つユーザーで起動してください。
1.

スタート画面から［SPA］－［ライセンスマネージャー ］を選択します。
ライセンスマネージャーが 起動し、製品一覧が表示されます。

2.

対象の製品を選択し、［次へ］をクリックします。
操作を選択する画面が表示されます。

プロキシサーバーを使用するには
プロキシサーバーを使用する場合は、ライセンスマネージャーの ［設定］ボタンをクリックします。
表示された画面で［プロキシを使用する］を選択したあと、認証が不要なプロキシサーバーのアドレス
とポート番号を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
システムプロキシを使用する場合は［コンピュータのシステム プロキシ設定を使用する］を選択しま
す。システムプロキシは Windows の［インターネット オプション］ダイアログで設定されたプロキシ
サーバーです。
認証が必要なプロキシサーバーには対応していません。オフラインでアクティベーションしてくださ
い。
なお、ライセンスマネージャーを 閉じると、設定した情報はリセットされます。

オンラインでライセンス情報を更新する
オンラインでライセンス情報を更新する手順は、次のとおりです。
1.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で［オンラインライセンス情報更新］を選択し、
［次へ］ボタンをクリックします。

2. 「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載されているアクティベーションキー （半角のハ
イフンを含む）を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。
ライセンス情報の更新に成功した画面が表示されます。
3. ［完了］ボタンをクリックします。
画面が閉じます。
4.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、更新したライセンスが適用さ
れます。
サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。
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オフラインでライセンス情報を更新する
オフラインでライセンス情報を更新する手順は、次のとおりです。
1.

製品をインストールしたコンピューターでライセンスマネージャーを 起動します。
起動方法は「ライセンスマネージャーを 起動する (p. 21)」を参照してください。

2.

操作を選択する画面で「オフラインライセンス情報更新」を選択し、
［次へ］ボタンをクリックし
ます。

3.

以降の手順は、「オフラインアクティベーション (p. 13)」を参照してください。
「［オフラインアクティベーション ］タブ」は、「［オフラインライセンス情報更新］タブ」に読み
替えてください。

4.

SPA サーバーに関連するサービスを再起動します。再起動すると、更新したライセンスが適用さ
れます。
サービスの起動については、「サービスを起動する (p. 15)」を参照してください。

3.1.4. SPA サーバーのアンインストール
SPA サーバーは、次の流れでアンインストールします。
• アクティベーションを 解除する (p. 22)
• アンインストールする (p. 24)

注意
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• アンインストールする際は、必ずアクティベーションを 解除してください。ディスクの破損
などの障害によりアクティベーションが 解除できない場合には、サポートセンターにお問い
合わせください。

3.1.4.1. アクティベーションを 解除する
アクティべーションの 解除には、次の 2 つの方法があります。どちらもライセンスマネージャーを 使用
します。
• オンラインでアクティベーションを 解除する (p. 23)
• オフラインでアクティベーションを 解除する (p. 23)

ライセンスマネージャーの 起動
ライセンスマネージャーは 、次の手順で起動します。

注意
ライセンスマネージャーは 、管理者権限を持つユーザーで起動してください。
1.

スタート画面から［SPA］－［ライセンスマネージャー ］を選択します。
ライセンスマネージャーが 起動し、製品一覧が表示されます。
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2.

対象の製品を選択し、［次へ］をクリックします。
操作を選択する画面が表示されます。

プロキシサーバーを使用するには
プロキシサーバーを使用する場合は、ライセンスマネージャーの ［設定］ボタンをクリックします。
表示された画面で［プロキシを使用する］を選択したあと、認証が不要なプロキシサーバーのアドレス
とポート番号を入力し、［保存］ボタンをクリックします。
システムプロキシを使用する場合は［コンピュータのシステム プロキシ設定を使用する］を選択しま
す。システムプロキシは Windows の［インターネット オプション］ダイアログで設定されたプロキシ
サーバーです。
認証が必要なプロキシサーバーには対応していません。オフラインでアクティベーションしてくださ
い。
なお、ライセンスマネージャーを 閉じると、設定した情報はリセットされます。

オンラインでアクティベーションを 解除する
オンラインでアクティベーションを 解除する手順は、次のとおりです。
1.

ライセンスマネージャーの 操作を選択する画面で「オンラインアクティベーション 解除」を選択
し、［次へ］ボタンをクリックします。
アクティベーションの 解除に成功した画面が表示されます。

2. ［完了］ボタンをクリックします。
画面を閉じます。

オフラインでアクティベーションを 解除する
オフラインでアクティベーションを 解除する手順は、次のとおりです。
1. アクティベーション 解除用のリクエストファイルを作成する (p. 23)
2. 解除用のリクエストファイルを使ってアクティベーションを 解除する (p. 24)

注意
解除用のリクエストファイルを作成すると、製品は使用できなくなります。
1.

アクティベーション 解除用のリクエストファイルを作成する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a. ［ライセンスマネージャー ］画面の「オフラインアクティベーション 解除」を選択し、
［次へ］
ボタンをクリックします。
b.

オフラインアクティベーション 解除のリクエストファイルを作成する画面が表示されるの
で、［OK］ボタンをクリックします。

c.

リクエストファイルの保存先を指定します。

d.

リクエストファイルの作成に成功したら、［完了］ボタンをクリックして画面を閉じます。

e.

インターネットに接続可能なコンピューターに、リクエストファイルをコピーします。
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リクエストファイルの有効期限は 24 時間です。
2.

解除用のリクエストファイルを使ってアクティベーションを 解除する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
a.

Web ブラウザーで、リクエストファイルの作成完了画面に表示された URL にアクセスしま
す。
中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/activation.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/activation.jsp

b.

アップロード画面で、コピーしたリクエストファイルを指定します。

c. ［アップロード］ボタンをクリックします。
次のメッセージが表示されたら、アクティベーションの 解除は完了です。

3.1.4.2. アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
2. 「SPA Ver.10.X」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
アンインストール画面が起動します。

4.

次のどちらかを選択します。
• ［データを残してアンインストール］
SPA は削除されますが、SPA をインストールしたフォルダーとデータは残ります。
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残したデータを再利用する方法については、「データを残してアンインストールした場合の注
意点 (p. 25)」を参照してください。
• ［すべてアンインストール ］
インストールフォルダーごと削除されます。
なお、各種データの格納先をインストールフォルダー以外に設定している場合、フォルダー
（データ）は削除されません。
5. ［アンインストール］ボタンクリックします。
アンインストールが終了するとメッセージ画面が表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。
アンインストールが完了します。

データを残してアンインストールした場合の注意点
［データを残してアンインストール］を選択して SPA をアンインストールした環境では、アンインスト
ール前のフォルダーに SPA を再インストールできません。
アンインストール時に残したデータを再利用したい場合は、次の流れで再インストールしてください。
• SPA を別のフォルダーにインストールしたい場合
1. インストール先に別フォルダーを指定して SPA をインストールします。
2. 「コールドバックアップからのリストア」を行います。
• SPA を同じフォルダーにインストールしたい場合
1. 残したフォルダーをコールドバックアップします。
2. 残したフォルダーを削除し、同じ場所にインストールします。
3. 「コールドバックアップからのリストア」を行います。

参考
バックアップ/リストアの方法については、『SPA 製品ガイド』を参照してください。

3.2. SPA サーバーのセットアップ（Linux 版）
• SPA サーバーのインストール (p. 25)
• オプションの追加と削除 (p. 31)
• ライセンス情報の更新 (p. 34)
• SPA サーバーのアンインストール (p. 35)

3.2.1. SPA サーバーのインストール
SPA サーバーは、次の流れでインストールします。
• インストール前の準備をする (p. 26)
• インストールする (p. 26)
• アクティベーションを 実行する (p. 27)
• プロセスを起動する (p. 30)
25

• インストール完了を確認する (p. 30)

アクティベーションとは
「アクティベーション 」とは、製品が正規のライセンスで使用されていることを確認する手続きのこと
です。正しいアクティベーションキーを 入力し、アクティベーションサーバーに 認証されると、製品が
使用可能になります。また、オプションのアクティベーションキーを 入力することで製品にさまざまな
オプションを追加したり、ライセンスを更新したりできます。
アクティベーションの 実行方法については、「アクティベーションを 実行する (p. 27)」を参照してく
ださい。

3.2.1.1. インストール前の準備をする
SPA サーバーのインストール前に、次の項目を確認/決定してください。
• 各種データの保存先
インストーラーの実行中に次のデータの保存先（ディレクトリ）を入力します。デフォルトはイン
ストールディレクトリ配下です。必要に応じて変更してください。
• アーカイブファイル（アーカイブしたファイル）
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• 検索インデックス
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• キャッシュ用画像（プレビューなどの際に利用するキャッシュ用の画像）
データの保存先はインストール後に複数設定できます。インストーラーで指定する保存先はデ
フォルトとして利用されます。
• 共通データ（検索サーバーの管理データなど）
システムが内部的に利用します。

注意
インストール時に、PostgreSQL と Apache Tomcat も同時にインストールされます。これらの
ソフトウェアは SPA 専用に設定されており、お客様が別の目的で使用することを考慮していま
せん。同梱のソフトウェアを別の目的に使用しないでください。

3.2.1.2. インストールする
インストール前の注意事項
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール前に、SPA サーバーの実行ユーザーを作成し、作成したユーザーで SPA サーバーをイ
ンストールしてください。
• インストール先に全角文字やスペースを 含むディレクトリを指定すると、正しく動作しません。全
角文字やスペースを 含まないディレクトリを指定してください。
• PostgreSQL サーバーのインストール先は、インストール完了後は変更できません。
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• インストールする環境のタイムゾーンには、夏時間を持たないタイムゾーンを指定して利用するこ
とをお勧めします。
• 何らかのアンチウイルスソフトを利用している場合、PostgreSQL のデータディレクトリを監視対象
から外してください。不規則かつ予期できないエラーが起きたり、最悪の場合、データ破損を引き
起こす可能性があります。また、PostgreSQL の動作が遅くなることがあります。
PostgreSQL のデータディレクトリは、<PostgreSQL のインストールディレクトリ>/pgsql/data で
す。

インストール手順
1.

製品メディアをドライブに挿入し、メディア上のすべてのファイルを 任意のディレクトリにコピ
ーします。

2.

ファイルをコピーしたディレクトリに移動し、SPA サーバーの実行ユーザーで「install_x64.sh」
を起動してください。

3.

使用許諾の条項が表示されるので、「yes」（同意する）を選択します。

4.

インストール先のディレクトリを指定します。
指定されているディレクトリでよければ Enter キーを押して次に進みます。
インストール先を変更するには、インストール先のディレクトリをフルパスで指定します。

5.

SPA PostgreSQL Service のインストール先を指定します。
指定されているディレクトリでよければ Enter キーを押して次に進みます。
インストール先を変更するには、インストール先のディレクトリをフルパスで指定します。

6.

アーカイブファイル、検索インデックス、キャッシュ用画像の格納フォルダー、共通データの格
納先（保存先）を指定します。
指定されているディレクトリでよければ Enter キーを押して次に進みます。
インストール先を変更するには、インストール先のディレクトリをフルパスで指定します。
ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。

7.

内容を確認し、問題がなければインストールを実行します。

3.2.1.3. アクティベーションを 実行する
アクティベーションには 、次の 2 種類があります。利用している環境に応じて、選択してください。
• オンラインアクティベーション (p. 28)
製品をインストールしたコンピューターを使って、インターネット経由でアクティベーションする
方法です。
• オフラインアクティベーション (p. 28)
アクティベーションファイルを 利用してアクティベーションする 方法です。製品をインストールし
たコンピューターがインターネットに接続されていなくても 、アクティベーションできます 。
ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/archiver/ac/bin」であると仮定して説明します。

参考
<InstallDir>は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。
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アクティベーションの 方法
「<InstallDir>/archiver/ac/bin/lm.sh」を使って、コマンドを実行します。

プロキシサーバーを使用する
プロキシサーバーを使用する場合は、各コマンドの「./lm.sh」の直後に「-proxy プロキシサーバーの
アドレス -port ポート番号」も指定します。
たとえば、プロキシサーバーを使用してアクティベーションする 場合は、次のように指定します。
$ ./lm.sh -proxy <プロキシサーバーのアドレス> -port <ポート番号> activation <アクテ
ィベーションキー>

オンラインアクティベーション
オンラインアクティベーションの 手順は次のとおりです。
1.

次のコマンドを実行します。アクティベーションキーには 、
「ご契約内容確認書（ライセンス証明
書）」に記載されているキー（半角のハイフンを含む）を指定します。
$ ./lm.sh activation <アクティベーションキー>

2.

アクティベーションに 成功したメッセージが表示されたら、アクティベーションは 完了です。
SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、ライセンスが適用されます。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

オフラインアクティベーション
オフラインでアクティベーションは 、次の流れで実施します。「2」のリクエストファイルの取得には、
インターネット環境が必要です。
1. アクティベーションファイル 取得用のリクエストファイルを作成する (p. 28)
2. アクティベーションファイルを 取得する (p. 28)
3. アクティベーションファイルを 使ってアクティベーションする (p. 29)
オンラインアクティベーションの 手順は次のとおりです。
1.

アクティベーションファイル 取得用のリクエストファイルを作成する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

次のコマンドを実行します。アクティベーションキーには 、
「ご契約内容確認書（ライセンス
証明書）」に記載されているキー（半角のハイフンを含む）を指定します。
$ ./lm.sh -mode offline activation request <リクエストファイルの保存先のデ
ィレクトリパス> <アクティベーションキー>

b.

リクエストファイルの作成完了メッセージが表示されます。

c.

インターネットに接続可能なコンピューターに、リクエストファイルをコピーします。
リクエストファイルの有効期限は 24 時間です。

2.

アクティベーションファイルを 取得する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
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a.

Web ブラウザーで、リクエストファイルの作成完了画面に表示された URL にアクセスしま
す。
中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/activation.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/activation.jsp

b.

アップロード画面で、コピーしたリクエストファイルを指定します。

c. ［アップロード］ボタンをクリックします。
次のメッセージが表示されたら、アップロードは成功です。

d.

ファイルのダウンロード画面が表示されたら、
［保存］ボタンをクリックして、アクティベー
ションファイルを保存します。

参考
アップロード画面の［再ダウンロード］ボタンをクリックしても、アクティベーショ
ンファイルを保存できます。
e.
3.

製品をインストールしたコンピューターに、アクティベーションファイルをコピーします 。

アクティベーションファイルを 使ってアクティベーションする
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

次のコマンドを実行します。
$ ./lm.sh -mode offline activation file <アクティベーションファイルパス>

b.

アクティベーションに 成功したメッセージが表示されたら、アクティベーションは 完了です。
SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、ライセンスが適用されます。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。
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参考
「<InstallDir>/ac/bin/lm_list_all.sh」を実行すると、サーバーにインストールされている製品の
ライセンス情報を表示できます。
<InstallDir>/ac/bin でコマンドを実行
$ ./lm_list_all.sh

インストールされている製品ごとに表示される情報は、次のとおりです。
製品名

インストールされている製品名

ステータス

ライセンスのステータス
「未アクティベーション 」
、
「有効」、
「期限切れ」、または「解除済み」
を表示します。

エディション ID
（*1）

1 つの製品に複数のエディション設定が可能な製品の場合、エディシ
ョン ID を出力します。

エディション名
（*1）

1 つの製品に複数のエディション設定が可能な製品の場合、エディシ
ョン名を出力します。

アクティベーショ
ンキー

設定されたアクティベーションキー

有効期限

ライセンスの有効期限
「期限なし」または「yyyy/MM/dd」形式で期限を表示します。

1.SPA では空欄が表示されます。

3.2.1.4. プロセスを起動する
Linux 環境の場合、プロセスの起動には、シェルスクリプトを実行します。プロセスの起動は、対象の
モジュールをインストールしたユーザーで 行ってください。
次のシェルスクリプトを実行すると、SPA のプロセスがすべて 起動します。
<InstallDir>/archiver/bin/startup.sh

参考
<InstallDir>は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。

3.2.1.5. インストール完了を確認する
プロセスが起動したら、ユーザー画面にログインして、インストールが完了したことを確認します。

初期ユーザーについて
インストール後、初期設定で用意されるユーザー（システムユーザー）は、「admin」ユーザーのみで
す。
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ユーザー画面には、ユーザー名「admin」、パスワード「admin」でログインしてください。

注意
ログイン後に、パスワードを変更してください。

ログイン画面を表示する
ユーザー画面のログイン画面は、Web ブラウザーで次の URL に接続してください。
http://<IP アドレスまたはサーバー名>:44230/spa/

プロキシ環境で SPA サーバーを使用する場合の設定
プロキシサーバーを使用する場合は、以下のサポートサイトの FAQ を参照して設定してください。
プロキシ環境で SPA サーバー・Bridge サービスを使用する場合の設定
https://customer.wingarc.com/support/faq?Id=000016391

インラインフレームから SPA の画面を呼び出すときの設定
SPA が提供している画面はインラインフレーム（iframe）での利用を想定していません。そのため、イ
ンラインフレームから SPA の画面を呼び出すときには、X-Frame-Options レスポンスヘッダーが適切に
設定されていることが重要です。
必要に応じて、SPA が返却するレスポンスヘッダーに「X-Frame-Options」を付与するように設定して
ください。
設定は、SPA と一緒にインストールされる Apache Tomcat の web.xml を編集して、次のように設定し
ます。
1.

web.xml を開きます。web.xml は、次の場所に格納されています。SPA のインストール先のフォ
ルダーを「<INSTALL_DIR>」と記述します。
<INSTALL_DIR>/archiver/apache-tomcat/webapps/spa/WEB-INF/web.xml

2.

Tomcat が提供しているセキュリティフィルター 「HttpHeaderSecurityFilter」を利用し、環境に
沿った内容に設定し、web.xml を保存します。

3.

プロセスを再起動します。サービスの再起動については、
「プロセスを起動する (p. 30)」を参照し
てください。

参考
• web.xml については「Java™ Servlet Specification」を、
「HttpHeaderSecurityFilter」の利
用については、Apache Tomcat のマニュアルを参照してください。
• X-Frame-Options ヘッダーおよびその種類の対応状況はブラウザーによって異なります。使
用しているブラウザーを確認の上、利用してください。

3.2.2. オプションの追加と削除
SPA には、オプションとして以下のものが用意されています。製品にオプションを追加/削除する場合
は、ライセンスマネージャーでオプションの 追加/削除を行います。
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• 「SPA Timestamp Option」（タイムスタンプ（時刻認証）/長期署名）
• 「SPA Tablet Option」
• 「SPA Tegaki Option」
• 「SPA Connect Pack Option」（Bridge サービスのライセンス、OCR サービスのライセンス）
ここでは、オプションの追加と削除について説明します。
オプションの追加方法は、オンラインとオフラインの 2 種類あります。オプションの削除方法は、オン
ラインとオフラインで共通です。
ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/archiver/ac/bin」であると仮定します。<InstallDir>
は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。
• オンラインでオプションを追加する (p. 32)
• オフラインでオプションを追加する (p. 33)
• オプションの一覧を確認する (p. 34)
• オプションを削除する (p. 34)

参考
オプションライセンス追加後の設定等については、以下の情報を参照してください。
• SPA Timestamp Option
タイムスタンプサービスへの接続設定、PDF ファイルにタイムスタンプ/長期署名を付与する
ための設定を行います。詳細は、『SPA 製品ガイド』の「SPA を知る」の「17. タイムスタ
ンプ/長期署名」を参照してください。
• SPA Tablet Option
タブレットに専用アプリ「SPA アプリ」をインストールし、SPA サーバーへの接続設定を行
います。
詳細は、『タブレット利用者ガイド』の「第 2 章

使用する前に」を参照してください。

• SPA Tegaki Option
Cogent Labs 社から発行された API キーを持っているときは、API キーを設定します。詳細
は、『SPA 製品ガイド』の「SPA を知る」の「2-2 Tegaki の利用方法」を参照してくださ
い。
• SPA Connect Pack Option
SPA Connect Pack Option の Bridge サービスのライセンスおよび OCR サービスのライセ
ンスについては、『SPA Connect Pack ユーザーズガイド』を参照してください。
SPA Connect Pack Option で Bridge サービスを使用するには、Bridge サービスをインスト
ールする必要があります。詳細は、「Bridge サービスのセットアップ (p. 39)」を参照して
ください。
SPA Connect Pack Option で OCR サービスを使用するには、OCR サービスをインストール
する必要があります。詳細は、「OCR サービスのセットアップ (p. 59)」を参照してくださ
い。

オンラインでオプションを追加する
オンラインでオプションを追加する手順は次のとおりです。
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1.

次のコマンドを実行します。アクティベーションキーには 、
「ご契約内容確認書（ライセンス証明
書）」に記載されているキー（半角のハイフンを含む）を指定します。
プロキシサーバーを使用する場合は、「./lm.sh」の直後に「-proxy プロキシサーバーのアドレス
-port ポート番号」も指定します。
$ ./lm.sh option add <アクティベーションキー>
成功したメッセージが表示されます。

2.

SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、追加したオプションが適用されます。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

オフラインでオプションを追加する
オフラインでオプションを追加する手順は、次のとおりです。
1. オプションファイルを取得する (p. 33)
2. オプションファイルを使ってアクティベーションする (p. 33)
1.

オプションファイルを取得する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
a.

Web ブラウザーで、次の URL にアクセスします。
中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/option.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/option.jsp

b. 「ご契約内容確認書（ライセンス証明書）」に記載されているアクティベーションキー （半角
のハイフンを含む）を入力します。

c. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。

2.

d.

ファイルのダウンロード画面が表示されたら、
［保存］ボタンをクリックして、オプションフ
ァイルを保存します。

e.

製品をインストールしたコンピューターに、オプションファイルをコピーします。

オプションファイルを使ってアクティベーションする
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

次のコマンドを実行します。オプションファイルパスには、コピーしたオプションファイル
（拡張子が「option」のファイル）のパスを指定します。
$ ./lm.sh -mode offline option add <アクティベーションキー> <オプションファ
イルパス>

b.

成功のメッセージが表示されたら、オプションの追加は完了です。
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SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、追加したオプションが適用されま
す。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

オプションの一覧を確認する
次のコマンドを実行すると、追加済みのオプションのエディション ID とエディション名が、コンソー
ル上に一覧で出力されます。
$ ./lm.sh option list

オプションを削除する
オプションを削除する手順は次のとおりです。
1.

次のコマンドを実行します。追加済みのオプションのエディション ID は、直前の「オプションの
一覧を確認する (p. 34)」で確認できます。
$ ./lm.sh option remove <エディション ID>

2.

成功したメッセージが表示されたら、オプションの削除は完了です。
SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、変更が適用されます。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

3.2.3. ライセンス情報の更新
ライセンス情報の更新について説明します。
ライセンス情報の更新方法は、オンラインとオフラインの 2 種類あります。
• オンラインでライセンス情報を更新する (p. 34)
• オフラインでライセンス情報を更新する (p. 35)
ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/archiver/ac/bin」であると仮定します。<InstallDir>
は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。

オンラインでライセンス情報を更新する
ライセンス情報を更新する手順は、次のとおりです。
1.

次のコマンドを実行します。アクティベーションキーには 、
「ご契約内容確認書（ライセンス証明
書）」に記載されているキー（半角のハイフンを含む）を指定します。
$ ./lm.sh update <アクティベーションキー>
成功したメッセージが表示されます。

参考
プロキシサーバーを使用する場合は、「プロキシサーバーを使用する (p. 28)」を参照して
ください。
2.

SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、ライセンスが適用されます。
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プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

オフラインでライセンス情報を更新する
オフラインでライセンス情報を更新する手順は、次のとおりです。
1.

アクティベーションファイル 取得用のリクエストファイルを作成する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

次のコマンドを実行します。アクティベーションキーには 、
「ご契約内容確認書（ライセンス
証明書）」に記載されているキー（半角のハイフンを含む）を指定します。
$ ./lm.sh -mode offline update request <リクエストファイルの保存先のディレ
クトリパス> <アクティベーションキー>

b.

リクエストファイルの作成完了メッセージが表示されます。

c.

インターネットに接続可能なコンピューターに、リクエストファイルをコピーします。
リクエストファイルの有効期限は 24 時間です。

2.

アクティベーションファイルを 取得する
アクティベーションファイルを 取得する方法は、オフラインでアクティベーションする 場合と同
じです。
手順については、「アクティベーションファイルを 取得する (p. 28)」を参照してください。

3.

アクティベーションファイルを 使ってライセンス情報を更新する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
a.

次のコマンドを実行します。
$ ./lm.sh -mode offline update file <アクティベーションファイルパス>

b.

成功したメッセージが表示されたら、ライセンスの更新は完了です。
SPA に関連するプロセスを再起動します。再起動すると、ライセンスが適用されます。
プロセスの起動については、「プロセスを起動する (p. 30)」を参照してください。

3.2.4. SPA サーバーのアンインストール
SPA サーバーは、次の流れでアンインストールします。
• プロセスを終了する (p. 36)
• アクティベーションを 解除する (p. 36)
• アンインストールする (p. 37)

注意
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• アンインストールする際は、必ずアクティベーションを 解除してください。ディスクの破損
などの障害によりアクティベーションが 解除できない場合には、サポートセンターにお問い
合わせください。
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3.2.4.1. プロセスを終了する
プロセスの停止には、シェルスクリプトを実行します。プロセスの停止は、SPA サーバーをインストー
ルしたユーザーで行ってください。
次のシェルスクリプトを実行すると、SPA のプロセスがすべて 停止します。
<InstallDir>/archiver/bin/shutdown.sh

参考
<InstallDir>は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。

3.2.4.2. アクティベーションを 解除する
ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/archiver/ac/bin」であると仮定して説明します。
<InstallDir>は、SPA サーバーのインストールディレクトリです。
• プロキシサーバーの使用 (p. 36)
• オンラインでアクティベーションを 解除する (p. 36)
• オフラインでアクティベーションを 解除する (p. 36)

プロキシサーバーの使用
プロキシサーバーを使用する場合は、各コマンドの「./lm.sh」の直後に「-proxy プロキシサーバーの
アドレス -port ポート番号」も指定します。
たとえば、プロキシサーバーを使用してアクティベーションを 解除する場合は、次のように指定しま
す。
$ ./lm.sh -proxy <プロキシサーバーのアドレス> -port <ポート番号> deactivation <アク
ティベーションキー>

オンラインでアクティベーションを 解除する
オンラインでアクティベーションを 解除するには、次のコマンドを実行します。
$ ./lm.sh deactivation

オフラインでアクティベーションを 解除する
オフラインでアクティベーションを 解除する手順は、次のとおりです。
1. アクティベーション 解除用のリクエストファイルを作成する (p. 36)
2. 解除用のリクエストファイルを使ってアクティベーションを 解除する (p. 37)

注意
解除用のリクエストファイルを作成すると、製品は使用できなくなります。
1.

アクティベーション 解除用のリクエストファイルを作成する
この作業は、製品をインストールしたコンピューターで行います。
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a.

次のコマンドを実行します。
$ ./lm.sh -mode offline deactivation <リクエストファイルの保存先のディレク
トリパス>

b.

リクエストファイルの作成完了メッセージが表示されます。

c.

インターネットに接続可能なコンピューターに、リクエストファイルをコピーします。
リクエストファイルの有効期限は 24 時間です。

2.

解除用のリクエストファイルを使ってアクティベーションを 解除する
この作業は、インターネットに接続可能なコンピューターで行います。
a.

Web ブラウザーで、リクエストファイルの作成完了画面に表示された URL にアクセスしま
す。
中国向け製品の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/cn/activation.jsp
その他の場合
https://ips.1st-hd.com/ac/activation.jsp

b.

アップロード画面で、コピーしたリクエストファイルを指定します。

c. ［アップロード］ボタンをクリックします。
次のメッセージが表示されたら、アクティベーションの 解除は完了です。

3.2.4.3. アンインストールする
SPA のアンインストール手順は、次のとおりです。アンインストールは、実行ユーザーで行ってくださ
い。
ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/archiver」であると仮定します。<InstallDir>は、SPA
サーバーのインストールディレクトリです。
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注意
アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
1.

次のシェルスクリプトを実行します。
$ ./uninstall.sh

2.

アンインストールの確認メッセージが表示されますので、指示に従ってアンインストールします 。
• ［データを残してアンインストール］を選択すると、SPA は削除されますが、SPA をインスト
ールしたディレクトリとデータは残ります。
残したデータを再利用する方法については、「データを残してアンインストールした場合の注
意点 (p. 38)」を参照してください。
• ［すべてアンインストール ］を選択すると、インストールディレクトリごと削除されます。
なお、各種データの格納先をインストールディレクトリ以外に設定している場合、ディレクト
リ（データ）は削除されません。

データを残してアンインストールした場合の注意点
［データを残してアンインストール］を選択して SPA をアンインストールした環境では、アンインスト
ール前のフォルダーに SPA を再インストールできません。
アンインストール時に残したデータを再利用したい場合は、次の流れで再インストールしてください。
• SPA を別のフォルダーにインストールしたい場合
1. インストール先に別フォルダーを指定して SPA をインストールします。
2. 「コールドバックアップからのリストア」を行います。
• SPA を同じフォルダーにインストールしたい場合
1. 残したフォルダーをコールドバックアップします。
2. 残したフォルダーを削除し、同じ場所にインストールします。
3. 「コールドバックアップからのリストア」を行います。

参考
バックアップ/リストアの方法については、『SPA 製品ガイド』を参照してください。
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4. Bridge サービスのセットアップ
ここでは、Bridge サービスのセットアップについて説明します。
• Bridge サービスのセットアップ（Windows 版） (p. 40)
• Bridge サービスのセットアップ（Linux 版） (p. 48)

動作環境
最新の動作環境については下記のコーポレートサイトで、「Bridge サービス」の動作環境を参照してく
ださい。
https://www.wingarc.com/product/spa/system/

参考
• Bridge サービスは、セットアップ以降、Bridge サービスが再起動されるタイミングで SPA
サーバーが保持するバージョンと自動的に同期されます。
• Windows 版の Bridge サービスは、OCR サービスをインストール済みの環境にもインストー
ルできます。

URL の記載について
各画面の URL は次のとおりです。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

参考
Ver. 10.0 用の次の URL も使用できます。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/manager.jsp

注意
Bridge サービスは、Bridge サービスをダウンロードした SPA に紐付いているため、接続先の
SPA の URL が変わる場合は、Bridge サービスを再インストールする必要があります。

39

4.1. Bridge サービスのセットアップ（Windows 版）
• Bridge サービスのインストール (p. 40)
• Bridge サービスのアンインストール (p. 48)

4.1.1. Bridge サービスのインストール
Bridge サービスは、次の流れでインストールします。
• インストール前の準備をする (p. 40)
• Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする (p. 41)
• Bridge サービスをインストールする (p. 43)
• OCR 機能を利用するための準備をする (p. 45)
• サービスを起動する (p. 47)
• Bridge サービスのインストール完了を確認する (p. 47)

4.1.1.1. インストール前の準備をする
Bridge サービスをインストールする前に、次の項目を確認してください。

注意
Bridge サービスで Loader 機能や Document Converter 機能を利用する場合は、アーカイブし
たい文書があるサーバーにインストールします。Bridge サービスを複数のサーバーにインスト
ールする場合や、SPA をインストールしたサーバーとは異なるサーバーにインストールする場合
は、「SPA Connect Pack」を購入してアクティベーションする 必要があります。

SPA サーバーのインストール
Bridge サービスをインストールする前に、連携して利用する SPA サーバーのインストールおよびアク
ティベーションが完了している必要があります。

接続する RDE のバージョン
RDE と連携する場合は、連携する RDE のバージョンを指定する必要があります。RDE のバージョンを
確認して、控えておいてください 。

Media Foundation のインストール
Microsoft Windows Server 2012 または Microsoft Windows Server 2012 R2 で Bridge サービスを
利用する場合、Media Foundation がインストールされている必要があります。Media Foundation の
インストールの確認およびインストール手順は次のとおりです。
1. スタート画面から［サーバー マネージャー］を選択します。
2. ［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。
3. 表示される画面に従って Bridge サービスを利用する環境を選択し、機能の選択画面の一覧にある
［Media Foundation］または［メディアファンデーション］を確認します。
• チェックボックスがオンで「インストール済み」と表示される場合
Media Foundation がインストールされています。
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• チェックボックスがオフの場合
チェックボックスをオンにして Media Foundation をインストールします。インストール後、
Microsoft Windows Server 2012 または Microsoft Windows Server 2012 R2 を再起動しま
す。

4.1.1.2. Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする
Bridge サービスのインストーラーは、管理画面の Loader 設定画面からダウンロードします。

インストーラーについて
インストーラーは、Bridge サービスが接続する SPA サーバーの URL を組み込んだ状態でダウンロード
されます。SPA サーバーの URL は、ダウンロードの操作中に指定できます。

参考
SPA サーバーの URL は、管理画面の設定カテゴリ［環境設定］の、
［システム設定］の［URL リ
ンク］に指定しておくことで、自動的に入力されます。複数の Bridge サービスを利用する場合
は、あらかじめ指定しておくことをお勧めします。

注意
次の Bridge サービスのインストーラーは使用できなくなります。
• 一度使用したインストーラー
• ダウンロードしてから 72 時間経過したインストーラー
• インストーラーを再ダウンロードした場合、その前にダウンロードしたインストーラー

ダウンロードの操作
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
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［振り分け］タブが表示されます。
5. ［サービス］の

［追加］ボタンをクリックします。

［Bridge サービス名の追加］ダイアログが表示されます。
6. ［Bridge サービス名］に Bridge サービスの名称を 16 字以内で入力します。
ここで入力した名称は、Loader 設定画面上でサービス名として表示されます。

7. ［OK］ボタンをクリックします。
［Bridge サービス名］に入力したサービス名の Bridge サービスが追加され、
［インストーラーをダ
ウンロード］ダイアログが表示されます。
8. ［SPA への URL］を入力します。

9. ［Windows（64bit）］の［自己解凍形式（EXE）］または［圧縮形式（ZIP）］を選択します。
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10. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
11. ［OK］ボタンをクリックします。
選択した形式のインストーラーがダウンロードされます。

参考
• ファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかることがあります。
• ［自己解凍形式（EXE）］をダウンロードした場合、ダウンロード完了後、Web ブラウザ
ーからインストーラー（spa-bridge-windows.exe）が起動できます。ダウンロードし
たコンピューターに Bridge サービスをインストールするときは、「Bridge サービスを
インストールする (p. 43)」の手順 2 以降を参照してください。

4.1.1.3. Bridge サービスをインストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先を指定する画面での留意点
• インストール先に全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると正しく動
作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでください。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。

インストールする
Bridge サービスのインストール手順は次のとおりです。
1.

ダウンロードしたインストーラーを、インストール先の任意のフォルダーにコピーし、解凍しま
す。
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2. 「Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする (p. 41)」で［自己解凍形式（EXE）］と
［圧縮形式（ZIP）］のどちらを選択したかによって、手順が異なります。
• ［自己解凍形式（EXE）］を選択した場合
「spa-bridge-windows.exe」を起動します。
ダウンロード時に自動生成される「spa-bridge-windows.exe」にはデジタル署名が付与されな
いため、 「発行元を確認できませんでした。」というセキュリティ警告が表示されることがあ
ります。セキュリティ上の問題はありませんので、［実行］ボタンをクリックしてください。
• ［圧縮形式（ZIP）］を選択した場合
「install.exe」を起動します。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［使用許諾契約］画面が表示されます。

4. ［使用許諾の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を選択する画面が表示されます。
5.

インストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定し、［次へ］ボタンをクリックします。
［SPA Bridge Service Ver. 10.X のインストール］画面が表示されます。

6.

プロキシサーバーを使用するかどうか選択します。
• 使用しない場合
［プロキシを使用しない］を選択します。
• 使用する場合
［プロキシを使用する］を選択して［IP アドレス］と［ポート番号］を指定し、プロキシ通信
の有効範囲を次のどちらかから選択します。
• ［SPA サーバーと外部サービス］
Bridge サービスと SPA サーバー間の通信、Bridge サービスと外部サービス間の通信でプロ
キシサーバーを使用します。
• ［外部サービスのみ］
Bridge サービスと外部サービス間の通信でプロキシサーバーを使用します。

参考
「外部サービス」は、他社の OCR サービス（Tegaki および DEEP READ）を示します。

注意
認証機能があるプロキシサーバーを使用する場合は、［プロキシを使用する］の設定に
加え、以下のサポートサイトの FAQ を参照して設定してください。
プロキシ環境で SPA サーバー・Bridge サービスを使用する場合の設定
https://customer.wingarc.com/support/faq?Id=000016391
7. ［次へ］ボタンをクリックします。
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8.

接続する RDE のバージョンを選択する画面が表示されます。
接続する RDE のバージョンを選択します。

9.

RDE を利用しない場合は、そのまま［次へ］ボタンをクリックしてください。
ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。

10. 設定内容に問題がないことを確認して、［インストール］ボタンをクリックします。
問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして、設定を変更してください。
インストールが正常に完了したことを知らせる画面が表示されます。
11. ［完了］ボタンをクリックします。

4.1.1.4. OCR 機能を利用するための準備をする
OCR 機能を利用して文書の読み取りをする場合は、次の準備が必要です。
• DEEP READ、Tegaki を利用するための準備 (p. 45)
• 「WingArc Data Capture」を利用するための準備 (p. 46)
• 「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストール (p. 46)

DEEP READ、Tegaki を利用するための準備
OCR エンジンで「DEEP READ」または「Tegaki」を利用する場合には、次の手順で利用開始にあたっ
ての確認事項に同意が必要です。
同意しないで OCR の読み取りを実行した場合は、エラーが発生して読み取りに失敗します。

参考
すでに OCR サービスをセットアップ済みで、確認事項に同意していた場合は、この手順は不要
です。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA Bridge Service」を起動します。

2.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

3.

管理画面の右上のメニューから、［OCR の利用量］を選択します。
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4.

DEEP READ の利用開始を確認する画面が表示されます。
画面の内容を確認して、［同意する］をクリックします。

「WingArc Data Capture」を利用するための準備
OCR エンジンで、「WingArc Data Capture」を利用する場合は、次の手順で文字認識モデルデータを
コピーしてください。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA Bridge Service」を停止します。

2.

文字認識モデルデータのメディアから、「model_data」フォルダーを、次のフォルダーに上書き
コピーします。
<INSTALL_DIR>/bridge/ocr/builtin_ocr/

参考
<INSTALL_DIR>は、Bridge サービスのインストールフォルダーです。

「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストール
次の機能を利用する場合、
「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストールが
必要です。
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• OCR エンジン「WingArc Data Capture」
• 位置補正機能
• 複数のフォーマット（鑑と明細など）が混在している文書（マルチフォーム）をアーカイブする
• 多種類の文書（請求書や発注書など）が混在している 1 つのファイルを、文書の種類ごとに分割し
てアーカイブする
ランタイムがインストールされていない場合は、次の手順で「Microsoft Visual C++ 2015
Redistributable Update 3」をインストールしてください。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA Bridge Service」を停止します。

2.

OCR サービスメディア内の「\vc_redist_2015\vc_redist.x64.exe」を起動して、
「Microsoft Visual
C++ 2015 Redistributable Update 3」をインストールします。

4.1.1.5. サービスを起動する
Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA Bridge Service」を起動します。
すでに起動している場合は、この作業は不要です。

4.1.1.6. Bridge サービスのインストール完了を確認する
インストールの完了は、Loader 設定画面で確認します。

Loader 設定画面でインストール完了を確認する
確認手順は次のとおりです。
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが開きます。

5. ［サービス］に追加された Bridge サービスの［ステータス］が「オンライン」になっていること
を確認します。
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4.1.2. Bridge サービスのアンインストール
ここでは、Bridge サービスのアンインストール方法を説明します。

アンインストール時の注意事項
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
2. 「SPA Bridge Service Ver.10.X」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
アンインストール画面が表示されます。

4.

次のどちらかを選択して、［アンインストール］ボタンをクリックします。
• ［データを残してアンインストール］
Bridge サービスは削除されますが、Bridge サービスをインストールしたフォルダーとデータ
は残ります。
• ［すべてアンインストール ］
インストールフォルダーごと削除されます。
確認画面が表示されます。

5. ［OK］ボタンをクリックします。
アンインストールが終了するとメッセージが表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。
アンインストールが完了します。

参考
アンインストールが完了しても、Loader 設定画面の［振り分け］タブの［サービス］に、Bridge
サービスの情報が残ります。以降、同じサービス名で Bridge サービスを使用しない場合は、
Bridge サービスの情報を削除してください。削除するには、Bridge サービスの情報を選択し、
［削除］ボタンをクリックします。

4.2. Bridge サービスのセットアップ（Linux 版）
• Bridge サービスのインストール (p. 48)
• Bridge サービスのアンインストール (p. 53)

4.2.1. Bridge サービスのインストール
Bridge サービスは、次の流れでインストールします。
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• インストール前の準備をする (p. 49)
• Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする (p. 49)
• Bridge サービスをインストールする (p. 52)
• プロセスを起動する (p. 52)
• Bridge サービスのインストール完了を確認する (p. 52)

4.2.1.1. インストール前の準備をする
Bridge サービスをインストールする前に、次の項目を確認してください。

注意
Bridge サービスは、アーカイブしたい文書があるサーバーにインストールします。Bridge サー
ビスを複数のサーバーにインストールする場合や、SPA をインストールしたサーバーとは異なる
サーバーにインストールする場合は、「SPA Connect Pack」を購入してアクティベーションす
る必要があります。

SPA サーバーのインストール
Bridge サービスをインストールする前に、連携して利用する SPA サーバーのインストールおよびアク
ティベーションが完了している必要があります。

接続する RDE のバージョン
RDE と連携する場合は、連携する RDE のバージョンを指定する必要があります。RDE のバージョンを
確認して、控えておいてください 。

4.2.1.2. Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする
Bridge サービスのインストーラーは、管理画面の Loader 設定画面からダウンロードします。

インストーラーについて
インストーラーは、Bridge サービスが接続する SPA サーバーの URL を組み込んだ状態でダウンロード
されます。SPA サーバーの URL は、ダウンロードの操作中に指定できます。

参考
SPA サーバーの URL は、管理画面の設定カテゴリ［環境設定］の、
［システム設定］の［URL リ
ンク］に指定しておくことで、自動的に入力されます。複数の Bridge サービスを利用する場合
は、あらかじめ指定しておくことをお勧めします。

注意
次の Bridge サービスのインストーラーは使用できなくなります。
• 一度使用したインストーラー
• ダウンロードしてから 72 時間経過したインストーラー
• インストーラーを再ダウンロードした場合、その前にダウンロードしたインストーラー
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ダウンロードの操作
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが表示されます。

5. ［サービス］の

［追加］ボタンをクリックします。

［Bridge サービス名の追加］ダイアログが表示されます。
6. ［Bridge サービス名］に Bridge サービスの名称を 16 字以内で入力します。
ここで入力した名称は、Loader 設定画面上でサービス名として表示されます。

7. ［OK］ボタンをクリックします。
［Bridge サービス名］に入力したサービス名の Bridge サービスが追加され、
［インストーラーをダ
ウンロード］ダイアログが表示されます。
8. ［SPA への URL］を入力します。
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9. ［Linux（64bit）］の［圧縮形式（ZIP）］を選択します。

10. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
11. ［OK］ボタンをクリックします。
選択した形式のインストーラーがダウンロードされます。

参考
ファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかることがあります。
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4.2.1.3. Bridge サービスをインストールする
インストール時の注意事項
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先に全角文字やスペースを 含むディレクトリを指定すると、正しく動作しません。全
角文字やスペースを 含まないディレクトリを指定してください。

インストールする
Bridge サービスのインストール手順は次のとおりです。
1.

Bridge サービスの実行ユーザーを作成してください。
インストールは、作成したユーザーで実行します。

2.

ダウンロードしたインストーラーを、インストール先の任意のディレクトリにコピーし、解凍し
ます。
コピーしたディレクトリの直下にファイルが展開されます。

3. 「install_x64.sh」を起動します。
4.

Bridge サービスのインストール先のディレクトリを指定します。
指定先のディレクトリでよければ Enter キーを押して次に進みます。
インストール先を変更するには、インストール先のディレクトリをフルパスで指定します。

5.

接続する RDE のバージョンを選択します。
RDE を使用しない場合は、Ver. 10.0 を選択します。
ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。

6.

設定内容に問題がないことを確認し、インストールを実行します。

4.2.1.4. プロセスを起動する
プロセスの起動には、シェルスクリプトを実行します。プロセスの起動は、インストールしたユーザー
で行ってください。
シェルスクリプト service に以下のように引数を付けて実行すると、プロセスが起動します。
<InstallDir>/bridge/service/bin/service.sh start

参考
<InstallDir>は、Bridge サービスのインストールディレクトリです。

4.2.1.5. Bridge サービスのインストール完了を確認する
インストールの完了は、Loader 設定画面で確認します。

Loader 設定画面でインストール完了を確認する
確認手順は次のとおりです。
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp
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2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが開きます。

5. ［サービス］に追加された Bridge サービスの［ステータス］が「オンライン」になっていること
を確認します。

4.2.2. Bridge サービスのアンインストール
Bridge サービスは、次の流れでアンインストールします。
• プロセスを終了する (p. 53)
• アンインストールする (p. 53)

注意
アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

4.2.2.1. プロセスを終了する
プロセスの終了には、シェルスクリプトを実行します。プロセスの終了は、実行ユーザーで行ってくだ
さい。
シェルスクリプト service に以下のように引数を付けて実行すると、プロセスが終了します。
<InstallDir>/bridge/service/bin/service.sh stop

参考
<InstallDir>は、Bridge サービスのインストールディレクトリです。

4.2.2.2. アンインストールする
Bridge サービスのアンインストールには、シェルスクリプトを実行します。アンインストールは、実行
ユーザーで行ってください。
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ここでは、カレントディレクトリが「<InstallDir>/bridge」であると仮定します。<InstallDir>は、Bridge
サービスのインストールディレクトリです。
次のシェルスクリプトを実行すると、Bridge サービスがアンインストールされます。
$ ./uninstall.sh

参考
アンインストールが完了しても、Loader 設定画面の［振り分け］タブの［サービス］に、Bridge
サービスの情報が残ります。以降、同じサービス名で Bridge サービスを使用しない場合は、
Bridge サービスの情報を削除してください。削除する場合は、Bridge サービスの情報を選択し、
［削除］ボタンをクリックします。
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5. Document Converter のセットアップ
ここでは、Document Converter のセットアップについて説明します。
• Document Converter のインストール (p. 55)
• Document Converter のアンインストール (p. 57)

動作環境
最新の動作環境については下記のコーポレートサイトで、「SPA Document Converter」の動作環境を
参照してください。
https://www.wingarc.com/product/spa/system/

参考
Document Converter は、セットアップ以降、Bridge サービスが再起動されるタイミングまた
は Document Converter が再起動されるタイミングで SPA サーバーが保持するバージョンと
自動的に同期されます。

5.1. Document Converter のインストール
Document Converter は、次の流れでインストールします。
• インストール前の準備をする (p. 55)
• インストールする (p. 56)
• インストール完了を確認する (p. 57)
• Document Converter を起動する (p. 57)
• Document Converter のバージョンを確認する (p. 57)

5.1.1. インストール前の準備をする
Document Converter のインストール前に、次の項目を確認、設定してください。
• SPA のインストール
Document Converter を利用するには、あらかじめ SPA サーバーがインストールされている必要が
あります。SPA サーバーのインストールについては「SPA サーバーのセットアップ（Windows 版）
(p. 7)」を参照してください。
• Bridge サービスのインストール
Document Converter のインストーラーは Bridge サービスに含まれるため、Document Converter
をインストールする環境に、あらかじめ Bridge サービスをインストールしておきます。
次の手順でインストールしてください。
• Bridge サービスのインストーラーをダウンロードする (p. 41)
• Bridge サービスをインストールする (p. 43)
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注意
Document Converter は、Bridge サービスがインストールされている環境にインストールし
てください。
• Windows Management Framework 5.1 のインストール
Microsoft Windows Server 2012 R2 で Document Converter を利用する場合、Windows
Management Framework 5.1 がインストールされている必要があります。Document Converter
を利用する環境に Windows Management Framework 5.1 がインストールされていることを確認
してください。
• ジャンプリストの無効化
Microsoft Windows Server 2016 環境で Microsoft Office のファイルの PDF 変換を行う場合、ジ
ャンプリスト（Windows のスタートメニューに登録されている Office アプリケーションのアイコン
を右クリックすると「最近使ったもの」として表示されるファイル一覧）を表示しない設定にする
必要があります。設定手順は、次のとおりです。
1. Windows に管理者権限をもつユーザーでログインします 。
2. スタートメニューで［設定］をクリックし、［設定］ダイアログを表示します。
3. ［個人用設定］をクリックします。
4. ［スタート］をクリックします。
5. ［スタート画面またはタスクバーのジャンプリストに 最近開いた項目を表示する］のスイッチを
オフにします。

注意
インストール時に、Apache Tomcat も同時にインストールされます。これらのソフトウェアは
SPA 専用に設定されており、お客様が別の目的で使用することを考慮していません。同梱のソフ
トウェアを別の目的に使用しないでください。

5.1.2. インストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先を指定する画面での留意点
• インストール先に全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると正しく動
作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでください。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。

インストール手順
Document Converter のインストール手順は次のとおりです。
1. 「<Bridge サービスのインストールフォルダー>\bridge\setup\SPA Document Converter
\setup.exe」を起動します。
56

インストール画面が表示されます。
2. ［次へ］ボタンをクリックします。
3.

インストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［変更］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定します。
［OK］ボタンをクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。
プログラムをインストールする画面が表示されます。

4. ［インストール］ボタンをクリックします。
デバイスソフトウェアをインストールする画面が表示されます。
5. ［インストール］ボタンをクリックします。
インストールが正常に完了したことを知らせる画面が表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。

5.1.3. インストール完了を確認する
以下の手順でインストールが完了したことを確認します。
1. ［コントロール パネル］から［デバイスとプリンター］を選択します。
2. 「SPA Convert Printer」がインストールされ、通常使うプリンターに設定されていることを確認
します。

5.1.4. Document Converter を起動する
Document Converter をインストールしたら、スタート画面から［SPA Document Converter Start］
を選択して Document Converter を起動します。
Document Converter が起動すると、タスクトレイにアイコンが表示されます。

注意
PDF ファイルへの変換機能を利用するには、実行ユーザーでログインした状態で Document
Converter を起動しておく必要があります。ログアウトすると Document Converter の機能が
利用できません。

5.1.5. Document Converter のバージョンを確認する
インストールされている Document Converter のバージョンは、次のコマンドを実行することで確認
できます。
<Document Converter のインストールフォルダー>\util\version.cmd

5.2. Document Converter のアンインストール
Document Converter のアンインストール方法を説明します。
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アンインストール時の注意事項
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1.

Document Converter を起動している場合は、スタート画面から［SPA Document Converter
Stop］を選択して Document Converter を終了します。

2. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
3. 「SPA Document Converter Ver.10.X」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックしま
す。
アンインストール画面が起動します。
4. ［はい］ボタンクリックします。
アンインストールが完了します。

参考
アンインストールが完了すると、
［コントロール パネル］の［デバイスとプリンター］から「SPA
Convert Printer」が削除されます。
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6. OCR サービスのセットアップ
OCR サービスは、SPA の Distributor で文書を振り分ける際に OCR 機能を使用するための仕組みです。
ここでは、OCR サービスのセットアップについて説明します。
• OCR サービスのインストール (p. 59)
• OCR サービスログの出力先の設定 (p. 64)
• OCR サービスのアンインストール (p. 65)

動作環境
最新の動作環境については下記のコーポレートサイトで、「SPA OCR Service」の動作環境を参照して
ください。
https://www.wingarc.com/product/spa/system/

参考
OCR サービスは、Bridge サービスをセットアップ済みの環境にもインストールできます。

URL の記載について
各画面の URL は次のとおりです。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

参考
Ver. 10.0 用の次の URL も使用できます。
• ユーザー画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/
• 管理者画面
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/pdfarchiver/manager.jsp

6.1. OCR サービスのインストール
OCR サービスは、次の流れでインストールします。
• OCR サービスのインストール前の準備をする (p. 60)
• OCR サービスをインストールする (p. 60)
• OCR 機能を利用するための準備をする (p. 61)
• OCR サービスを起動する (p. 64)
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• OCR サービスのインストール完了を確認する (p. 64)

6.1.1. OCR サービスのインストール前の準備をする
OCR サービスをインストールする前に、次の項目を確認してください。

注意
OCR サービスを複数のサーバーにインストールする場合は、「SPA Connect Pack」を購入して
アクティベーションする 必要があります。

SPA サーバーのインストール
OCR サービスを利用するには、連携して利用する SPA サーバーのインストールおよびアクティベーシ
ョンが完了している必要があります。

6.1.2. OCR サービスをインストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先を指定する画面での留意点
• インストール先に全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると正しく動
作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでください。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。

インストールする
OCR サービスのインストール手順は次のとおりです。
1.

OCR サービスメディア内の「\Installer\install.exe」を起動します。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。

2.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［使用許諾契約］画面が表示されます。

3. ［使用許諾の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を選択する画面が表示されます。
4.

インストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定し、［次へ］ボタンをクリックします。
［SPA OCR Service Ver. 10.X のインストール］画面が表示されます。

5.

プロキシサーバーを使用するかどうか選択します。
• 使用しない場合
［プロキシを使用しない］を選択します。
• 使用する場合
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［プロキシを使用する］を選択して［IP アドレス］と［ポート番号］を指定し、プロキシ通信
の有効範囲を次のどちらかから選択します。
• ［SPA サーバーと外部サービス］
OCR サービスと SPA サーバー間の通信、OCR サービスと外部サービス間の通信でプロキシ
サーバーを使用します。
• ［外部サービスのみ］
OCR サービスと外部サービス間の通信でプロキシサーバーを使用します。

参考
「外部サービス」は、他社の OCR サービス（Tegaki および DEEP READ）を示します。

注意
認証機能があるプロキシサーバーを使用する場合は、［プロキシを使用する］の設定に
加え、以下のサポートサイトの FAQ を参照して設定してください。
プロキシ環境で SPA サーバー・Bridge サービスを使用する場合の設定
https://customer.wingarc.com/support/faq?Id=000016391
6. ［次へ］ボタンをクリックします。
ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。
7.

設定内容に問題がないことを確認して、［インストール］ボタンをクリックします。
問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして、設定を変更してください。
インストールが正常に完了したことを知らせる画面が表示されます。

8. ［完了］ボタンをクリックします。

6.1.3. OCR 機能を利用するための準備をする
OCR 機能を利用して文書の読み取りをする場合は、次の準備が必要です。
• Distributor に OCR サービスを登録する (p. 61)
• DEEP READ、Tegaki を利用するための準備 (p. 62)
• 「WingArc Data Capture」を利用するための準備 (p. 63)
• 「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストール (p. 64)

Distributor に OCR サービスを登録する
SPA の管理画面から、Distributor に OCR サービスを登録します。
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。
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3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが開きます。

5.

サービスの一覧で、Distributor を選択します。

6. ［サービス設定］タブを選択します。
7.

OCR サービスの接続先の

［追加］ボタンをクリックします。

OCR サービスの接続先の一覧に、行が追加されます。

8.

OCR サービスの接続先 URL を以下の形式で入力します。
http://<hostname>:44210/spaocr

9.

画面右上の

［適用］ボタンをクリックします。

設定した内容が保存されます。

DEEP READ、Tegaki を利用するための準備
OCR エンジンで「DEEP READ」または「Tegaki」を利用する場合には、次の手順で利用開始にあたっ
ての確認事項に同意が必要です。
同意しないで OCR の読み取りを実行した場合は、エラーが発生して読み取りに失敗します。
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参考
すでに Bridge サービスをセットアップ済みで、確認事項に同意していた場合は、この手順は不
要です。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を起動します。

2.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
http://<サーバー名または IP アドレス>:44230/spa/manager.jsp

3.

管理画面の右上のメニューから、［OCR の利用量］を選択します。

4.

DEEP READ の利用開始を確認する画面が表示されます。
画面の内容を確認して、［同意する］をクリックします。

「WingArc Data Capture」を利用するための準備
OCR エンジンで、「WingArc Data Capture」を利用する場合は、次の手順で文字認識モデルデータを
コピーしてください。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を停止します。

2.

文字認識モデルデータのメディアから、「model_data」フォルダーを、次のフォルダーに上書き
コピーします。
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<INSTALL_DIR>/spaocr/ocr/builtin_ocr/

参考
<INSTALL_DIR>は、OCR サービスのインストールフォルダーです。

「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストール
次の機能を利用する場合、
「Microsoft Visual C++ 2015」以降に対応したランタイムのインストールが
必要です。
• OCR エンジン「WingArc Data Capture」
• 位置補正機能
• 複数のフォーマット（鑑と明細など）が混在している文書（マルチフォーム）をアーカイブする
ランタイムがインストールされていない場合は、次の手順で「Microsoft Visual C++ 2015
Redistributable Update 3」をインストールしてください。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を停止します。

2.

OCR サービスメディア内の「\SPA\vc_redist_2015\vc_redist.x64.exe」を起動して、「Microsoft
Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」をインストールします。

6.1.4. OCR サービスを起動する
Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を起動します。
すでに起動している場合は、この作業は不要です。

6.1.5. OCR サービスのインストール完了を確認する
インストールの完了は、インストールした OCR サービスが起動できることで確認します。
確認手順は次のとおりです。
•

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」の状態が「実行中」と表示さ
れていることを確認します。

参考
OCR サービスが起動されていない場合は、「SPA OCR Service」を起動して確認してくだ
さい。

6.2. OCR サービスログの出力先の設定
必要に応じて、OCR サービスログの出力先を変更できます。
手順は次のとおりです。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を停止します。

2.

以下のファイルを開きます。
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<INSTALL_DIR>/spaocr/conf/spaocr-log.properties

参考
<INSTALL_DIR>は、OCR サービスのインストールフォルダーです。
3. 「Error Log File Handler」の以下の行で、ログの出力先を書き換えます。
handler.spalog.file=<INSTALL_DIR>/spaocr/logs/spaocr.log

参考
デフォルトの出力先は「<OCR サービスのインストールフォルダー>/spaocr/logs/
spaocr.log」です。
4.

ファイルを保存して閉じます。

5.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA OCR Service」を起動します。

6.3. OCR サービスのアンインストール
ここでは、OCR サービスのアンインストール方法を説明します。

アンインストール時の注意事項
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
2. 「SPA OCR Service Ver.10.X」を選択し、［アンインストール］ボタンをクリックします。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
アンインストール画面が表示されます。

4.

次のどちらかを選択して、［アンインストール］ボタンをクリックします。
• ［データを残してアンインストール］
OCR サービスは削除されますが、OCR サービスをインストールしたフォルダーとデータは残
ります。
• ［すべてアンインストール ］
インストールフォルダーごと削除されます。
確認画面が表示されます。

5. ［OK］ボタンをクリックします。
アンインストールが終了するとメッセージが表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。
アンインストールが完了します。
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参考
アンインストールが完了しても、Loader 設定画面の［振り分け］タブの［サービス設定］タブ
に追加済みの OCR サービスの情報は残ります。以降、同じ接続先 URL で OCR サービスを使用
しない場合は、OCR サービスの接続先 URL の情報を削除してください。削除するには、接続先
URL を選択し、

［削除］ボタンをクリックします。
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7. SPA Cloud で使用するサービスのセットアップ
SPA Cloud で使用するサービスのセットアップについて説明します。
使用するサービスに合わせて、セットアップ手順を参照してください。
• Bridge サービスのセットアップ (p. 67)
• SPA Document Converter のセットアップ (p. 75)

7.1. Bridge サービスのセットアップ
Windows での Bridge サービスのセットアップについて説明します。
なお、Bridge サービスをセットアップしなくても、SPA Cloud は使用できます。
• Bridge サービスのインストール (p. 67)
• Bridge サービスのアンインストール (p. 74)

動作環境
最新の動作環境については、次のページの「Bridge サービスを利用するサーバー／クライアント環境」
を参照してください。
https://customer.wingarc.com/support/SysEq?id=000015786

7.1.1. Bridge サービスのインストール
• インストール前の準備をする (p. 67)
• インストーラーをダウンロードする (p. 68)
• インストールする (p. 70)
• OCR 機能を利用するための準備をする (p. 71)
• サービスを起動する (p. 73)
• インストール完了を確認する (p. 73)

7.1.1.1. インストール前の準備をする
接続する RDE のバージョンの確認
RDE と連携する場合は、連携する RDE のバージョンを指定する必要があります。RDE のバージョンを
確認して、控えておいてください 。

Media Foundation のインストール
Microsoft Windows Server 2012 または Microsoft Windows Server 2012 R2 で Bridge サービスを
利用する場合、Media Foundation がインストールされている必要があります。Media Foundation の
インストールの確認およびインストール手順は次のとおりです。
1.

スタート画面から［サーバー マネージャー］を選択します。
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2. ［管理］－［役割と機能の追加］を選択します。
3.

表示される画面に従って Bridge サービスを利用する環境を選択し、機能の選択画面の一覧にある
［Media Foundation］または［メディアファンデーション］を確認します。
• チェックボックスがオンで、「インストール済み」と表示される場合
Media Foundation がインストールされています。
• チェックボックスがオフの場合
チェックボックスをオンにして、Media Foundation をインストールします。
インストール後、Microsoft Windows Server 2012 または Microsoft Windows Server 2012
R2 を再起動します。

7.1.1.2. インストーラーをダウンロードする
インストーラーは、管理画面の Loader 設定画面からダウンロードします。

インストーラーについて
インストーラーは、Bridge サービスが接続する SPA Cloud の URL を組み込んだ状態でダウンロードさ
れます。

注意
一度使用したインストーラーや、ダウンロードしてから 72 時間が経過したインストーラーは、
使用できなくなります。

ダウンロードの操作
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
<SPA Cloud ログイン時の URL>/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが表示されます。

5. ［サービス］の

［追加］ボタンをクリックします。

［Bridge サービス名の追加］ダイアログが表示されます。
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6. ［Bridge サービス名］に Bridge サービスの名称を 16 字以内で入力します。
ここで入力した名称は、Loader 設定画面上でサービス名として表示されます。

7. ［OK］ボタンをクリックします。
［Bridge サービス名］に入力したサービス名の Bridge サービスが追加され、
［インストーラーをダ
ウンロード］ダイアログが表示されます。
8. ［Windows（64bit）］の［自己解凍形式（EXE）］または［圧縮形式（ZIP）］を選択します。

9. ［ダウンロード］ボタンをクリックします。
確認のダイアログが表示されます。
10. ［OK］ボタンをクリックします。
選択した形式のインストーラーがダウンロードされます。

参考
• ファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかることがあります。
• ［自己解凍形式（EXE）］をダウンロードした場合、ダウンロード完了後、Web ブラウザ
ーからインストーラー（spa-bridge-windows.exe）が起動できます。ダウンロードし
たコンピューターに Bridge サービスをインストールするときは、「インストールする
(p. 70)」の手順 2 以降を参照してください。
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7.1.1.3. インストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先を指定する画面での留意点
• インストール先に全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると正しく動
作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでください。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。

インストールする
Bridge サービスのインストール手順は次のとおりです。
1.

ダウンロードしたインストーラーを、インストール先の任意のフォルダーにコピーし、解凍しま
す。

2. 「インストーラーをダウンロードする (p. 68)」で［自己解凍形式（EXE）］と［圧縮形式（ZIP）
］
のどちらを選択したかによって、手順が異なります。
• ［自己解凍形式（EXE）］を選択した場合
「spa-bridge-windows.exe」を起動します。
ダウンロード時に自動生成される「spa-bridge-windows.exe」にはデジタル署名が付与されな
いため、 「発行元を確認できませんでした。」というセキュリティ警告が表示されることがあ
ります。セキュリティ上の問題はありませんので、［実行］ボタンをクリックしてください。
• ［圧縮形式（ZIP）］を選択した場合
「install.exe」を起動します。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
［使用許諾契約］画面が表示されます。

4. ［使用許諾の条項に同意します］を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を選択する画面が表示されます。
5.

インストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定し、［次へ］ボタンをクリックします。
プログラムをインストールする画面が表示されます。

6.

プロキシサーバーを使用するかどうか選択します。
• 使用しない場合
［プロキシを使用しない］を選択します。
• 使用する場合
［プロキシを使用する］を選択して［IP アドレス］と［ポート番号］を指定し、プロキシ通信
の有効範囲を次のどちらかから選択します。
• ［SPA サーバーと外部サービス］
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Bridge サービスと SPA サーバー間の通信、Bridge サービスと外部サービス間の通信でプロ
キシサーバーを使用します。
• ［外部サービスのみ］
Bridge サービスと外部サービス間の通信でプロキシサーバーを使用します。

参考
「外部サービス」は、他社の OCR サービス（Tegaki および DEEP READ）を示します。

注意
認証機能があるプロキシサーバーを使用する場合は、［プロキシを使用する］の設定に
加え、以下のサポートサイトの FAQ を参照して設定してください。
プロキシ環境で SPA サーバー・Bridge サービスを使用する場合の設定
https://customer.wingarc.com/support/faq?Id=000016391
7. ［次へ］ボタンをクリックします。
8.

接続する RDE のバージョンを選択する画面が表示されます。
RDE を利用しない場合は、そのまま次の手順に進んでください。
RDE を利用する場合は、接続する RDE のバージョンを選択します。

9. ［次へ］ボタンをクリックします。
ここまでに設定した情報がまとめて表示されます。
10. 設定内容に問題がないことを確認して、［インストール］ボタンをクリックします。
問題がある場合は、［戻る］ボタンをクリックして、設定を変更してください。
インストールが正常に完了したことを知らせる画面が表示されます。
11. ［完了］ボタンをクリックします。

7.1.1.4. OCR 機能を利用するための準備をする
OCR 機能を利用する場合は、利用する OCR エンジンやアーカイブする文書に合わせて、次の作業が必
要です。
• DEEP READ や Tegaki を利用する (p. 71)
• WingArc Data Capture を利用する (p. 72)
• マルチフォーム文書をアーカイブする (p. 73)
• 位置補正機能を利用する (p. 73)

DEEP READ や Tegaki を利用する
確認事項への同意が必要です。
同意をせずに OCR の読み取りを実行した場合は、エラーが発生して読み取りに失敗します。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で「SPA Bridge Service」を起動します。

2.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
<SPA Cloud ログイン時の URL>/manager.jsp
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3.

管理画面の右上のメニューから、［OCR の利用量］を選択します。

4.

DEEP READ の利用開始を確認する画面が表示されます。画面の内容を確認して、［同意する］を
クリックします。

WingArc Data Capture を利用する
「文字認識モデルデータ」と「Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」のインストー
ルが必要です。

文字認識モデルデータのインストール
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で、「SPA Bridge Service」を停止します。

2.

次のいずれかの方法でインストールします。なお、手順内の<INSTALL_DIR>は、Bridge サービス
のインストールフォルダーです。
• バッチファイルを実行
次のバッチファイルを実行します。
<INSTALL_DIR>/bridge/utils/model_data/update/update.cmd
• インストール資材をダウンロードして実行
1. 次の URL から、インストール資材をダウンロードします。
https://www.wingarc-support.com/ssdl/spac/module/model_data_1.0.2.11.zip
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2. ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、
「model_data」フォルダーを次のフォルダーに
上書きコピーします。なお、「builtin_ocr」フォルダーがない場合は、「ocr」フォルダー
の配下に作成してください。
<INSTALL_DIR>/bridge/ocr/builtin_ocr/

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 のインストール
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で、「SPA Bridge Service」を停止します。

2.

次の URL から、インストール資材をダウンロードします。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=53587

3.

ダウンロードした「vc_redist.x64.exe」を起動して、Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
Update 3 をインストールします。

マルチフォーム文書をアーカイブする
「Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」のインストールが必要です。上記の
「WingArc Data Capture を利用する (p. 72)」の作業によってインストール済みの場合は、インストー
ル不要です。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で、「SPA Bridge Service」を停止します。

2. 「Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」のインストール資材を、次の URL か
らダウンロードします。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=53587
3.

ダウンロードした「vc_redist.x64.exe」を起動して、Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
Update 3 をインストールします。

位置補正機能を利用する
「Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」のインストールが必要です。上記の
「WingArc Data Capture を利用する (p. 72)」や「マルチフォーム文書をアーカイブする (p. 73)」の作
業によってインストール済みの場合は、インストール不要です。
1.

Windows の管理ツールにある［サービス］で、「SPA Bridge Service」を停止します。

2. 「Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3」のインストール資材を、次の URL か
らダウンロードします。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=53587
3.

ダウンロードした「vc_redist.x64.exe」を起動して、Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
Update 3 をインストールします。

7.1.1.5. サービスを起動する
Windows の管理ツールにある［サービス］で、「SPA Bridge Service」を起動します。
すでに起動している場合は、この作業は不要です。

7.1.1.6. インストール完了を確認する
インストールの完了は、Loader 設定画面で確認します。
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Loader 設定画面でインストール完了を確認する
確認手順は次のとおりです。
1.

Web ブラウザーで次の URL にアクセスし、管理画面にログインします。
<SPA Cloud ログイン時の URL>/manager.jsp

2.

管理画面の設定カテゴリ［文書定義の設定］を選択します。

3. ［Loader 設定］を選択します。
新しいタブに Loader 設定画面が表示されます。
4.

Loader 設定画面で［振り分け］タブを選択します。
［振り分け］タブが開きます。

5. ［サービス］に追加された Bridge サービスの［ステータス］が「オンライン」になっていること
を確認します。

7.1.2. Bridge サービスのアンインストール
Bridge サービスのアンインストール方法を説明します。

アンインストール時の注意事項
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
2. 「SPA Bridge Service Ver.<バージョン番号>」を選択し、
［アンインストール］ボタンをクリック
します。
［言語の選択］ダイアログが表示されます。
3.

使用する言語を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
アンインストール画面が表示されます。

4.

次のどちらかを選択して、［アンインストール］ボタンをクリックします。
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• ［データを残してアンインストール］
Bridge サービスは削除されますが、Bridge サービスをインストールしたフォルダーとデータ
は残ります。
• ［すべてアンインストール ］
インストールフォルダーごと削除されます。
確認画面が表示されます。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
アンインストールが終了するとメッセージが表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。
アンインストールが完了します。

参考
アンインストールが完了しても、Loader 設定画面の［振り分け］タブの［サービス］に、Bridge
サービスの情報が残ります。以降、同じサービス名で Bridge サービスを使用しない場合は、
Bridge サービスの情報を削除してください。削除する場合は、Bridge サービスの情報を選択し、
［削除］ボタンをクリックします。

7.2. SPA Document Converter のセットアップ
SPA Document Converter のセットアップについて説明します。
• SPA Document Converter のインストール (p. 76)
• インストール後の設定 (p. 78)
• SPA Document Converter のバージョンの確認 (p. 79)
• SPA Document Converter のアンインストール (p. 79)

動作環境
最新の動作環境については、次のページの「SPA Document Converter を利用するサーバ／クライア
ント環境」を参照してください。
https://customer.wingarc.com/support/SysEq?id=000015786

注意
SPA Document Converter のインストール、インストール後の初期設定が完了すると、SPA
Cloud Document Converter は使用されなくなり、自動的に SPA Document Converter によ
って PDF ファイルに変換されるようになります。

参考
SPA Document Converter は、セットアップ以降、Bridge サービスが再起動されるタイミング
または SPA Document Converter が再起動されるタイミングで SPA サーバーが保持するバー
ジョンと自動的に同期されます。
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7.2.1. SPA Document Converter のインストール
• インストール前の準備をする (p. 76)
• インストールする (p. 77)
• インストール完了を確認する (p. 77)
• SPA Document Converter を起動する (p. 78)

7.2.1.1. インストール前の準備をする
SPA Document Converter をインストールするための準備をします。

Bridge サービスのインストール
SPA Document Converter のインストーラーは Bridge サービスに含まれるため、SPA Document
Converter をインストールする環境に、あらかじめ Bridge サービスをインストールしておきます。
インストールの手順は、「Bridge サービスのインストール (p. 67)」を参照してください。

注意
SPA Document Converter は、Bridge サービスがインストールされている環境にインストール
します。

Windows Management Framework 5.1 のインストール
Microsoft Windows Server 2012 R2 の場合に必要な作業です。
Windows Management Framework 5.1 がインストールされていない場合は、次のページからダウン
ロードしてインストールしてください 。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/powershell/scripting/wmf/setup/install-configure?
view=powershell-6

ジャンプリストの無効化
Microsoft Windows Server 2016 で、Microsoft Office のファイルを PDF ファイルに変換する場合に
必要な作業です。
Windows のジャンプリスト（［スタート］メニューで Microsoft Office のアプリケーションアイコンを
右クリックすると表示される、「最近使ったもの」のファイル一覧）を表示しない設定にする必要があ
ります。
1.

管理者権限を持つユーザーで、Windows にログインします。

2. ［スタート］メニューで［設定］をクリックし、［設定］ダイアログを表示します。
3. ［個人用設定］をクリックします。
4. ［スタート］をクリックします。
5. ［スタート画面またはタスクバーのジャンプリストに 最近開いた項目を表示する］のスイッチをオ
フにします。
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注意
インストール時に、Apache Tomcat も同時にインストールされます。これらのソフトウェアは
SPA Cloud 専用に設定されており、お客様が別の目的で使用することを考慮していません。同
梱のソフトウェアを別の目的に使用しないでください。

7.2.1.2. インストールする
インストール時の注意事項
• インストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• インストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。
• インストール先を指定する画面での留意点
• インストール先に、全角文字や空白を含むフォルダーパスやフォルダー名を使用すると正しく動
作しません。フォルダーパスやフォルダー名に全角文字や空白を使用しないでください。
• リバースポイント、シンボリックリンク、仮想ドライブ、および仮想ネットワークドライブは指
定しないでください。

インストール手順
SPA Document Converter のインストール手順は次のとおりです。
1. 「<Bridge サービスのインストールフォルダー>\bridge\setup\SPA Document Converter
\setup.exe」を起動します。
インストール画面が表示されます。
2. ［次へ］ボタンをクリックします。
3.

インストール先を指定します。
指定されているフォルダーでよければ［次へ］ボタンをクリックします。
インストール先を変更するには、
［変更］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダーを指
定します。
［OK］ボタンをクリックし、［次へ］ボタンをクリックします。
プログラムをインストールする画面が表示されます。

4. ［インストール］ボタンをクリックします。
デバイスソフトウェアをインストールする画面が表示されます。
5. ［インストール］ボタンをクリックします。
インストールが正常に完了したことを知らせる画面が表示されます。
6. ［完了］ボタンをクリックします。

7.2.1.3. インストール完了を確認する
インストールが完了したことを確認します。
1. ［コントロール パネル］から［デバイスとプリンター］を選択します。
2. 「SPA Convert Printer」がインストールされ、通常使うプリンターに設定されていることを確認
します。
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7.2.1.4. SPA Document Converter を起動する
［スタート］メニューから［SPA Document Converter Start］をクリックして、SPA Document
Converter を起動します。
SPA Document Converter が起動すると、タスクトレイにアイコンが表示されます。
SPA Document Converter で PDF ファイルに変換するためには、ユーザー（*1）が Windows にログ
インしている状態で、SPA Document Converter が起動している必要があります。
*1
Windows にログインするユーザーは、各ファイル形式に関連づけられたアプリケーション（Microsoft
Word など。詳細は「インストール後の設定 (p. 78)」を参照）の実行権限を持っている必要がありま
す。

注意
Windows からログアウトすると、SPA Document Converter は使用できなくなります。

7.2.2. インストール後の設定
SPA Document Converter で PDF 変換をするための設定をします。

SPA Cloud での設定
SPA Cloud と Document Converter の接続
管理画面の［環境設定］－［Document Converter 設定］－［Document Converter］で、SPA Document
Converter を登録して、SPA Cloud と SPA Document Converter を接続します。
設定項目の詳細は、
『SPA 製品ガイド』の「管理画面と設定項目」の「1-4-8 Document Converter 設
定」を参照してください。

注意
SPA Document Converter を登録すると、SPA Cloud Document Converter は使用されなく
なり、自動的に SPA Document Converter によって PDF ファイルに変換されるようになりま
す。

PDF ファイルへの変換に関する設定
必要に応じて、［Document Converter 設定］で PDF ファイルへの変換に関する設定をします。
設定項目の詳細は、
『SPA 製品ガイド』の「管理画面と設定項目」の「1-4-8
定」を参照してください。

Document Converter 設

SPA Document Converter をインストールした環境での設定
ファイル形式とアプリケーションの関連づけ
ファイル形式ごとに Windows の既定のプログラムを指定し、ファイル形式とアプリケーションを関連
づけます（たとえば DOC 形式のファイルなら Microsoft Word）。
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アーカイブされたファイルは、ここで関連づけたアプリケーションを介して SPA Convert Printer に出
力され、PDF ファイルに変換されます。
特に、テキストファイルと画像ファイルについては、次のアプリケーションへの関連づけを推奨しま
す。
種類

関連づけるアプリケーション

テキスト

Windows 付属の「メモ帳（notepad.exe）
」

画像

Windows 付属の「ペイント（mspaint.exe）」

上記以外の種類のファイルと、関連づけるアプリケーションについては、『SPA 製品ガイド』の「SPA
を知る」の「SPA の主な機能」の「1-2 Document Converter での PDF ファイルへの変換」を参照し
てください。
関連づけの手順は、次のとおりです。
1. 「コントロールパネル」で、
［プログラム］－［既定のプログラム］－［既定のプログラムの設定］
を選択します。
2. ［プログラム］欄でアプリケーション（たとえば「Microsoft Word」）を選択し、
［既定でこのプロ
グラムを開く項目を選択］をクリックします。
3.

ファイルの拡張子（たとえば「*.doc」）を選択し、［保存］をクリックします。

7.2.3. SPA Document Converter のバージョンの確認
インストールされている SPA Document Converter のバージョンは、次のコマンドを実行することで
確認できます。
<Document Converter のインストールフォルダー>\util\version.cmd

7.2.4. SPA Document Converter のアンインストール
SPA Document Converter のアンインストール方法を説明します。

アンインストール時の注意事項
• アンインストールする環境には、管理者権限でログインしてください。
• アンインストール前に、すべてのアプリケーションを 終了してください。

アンインストールする
アンインストール手順は、次のとおりです。
1.

Document Converter を起動している場合は、スタート画面から［SPA Document Converter
Stop］を選択して Document Converter を終了します。

2. ［コントロール パネル］の［プログラムのアンインストール］または［プログラムの追加と削除］
を選択します。
3. 「SPA Document Converter Ver.<バージョン番号>」を選択し、
［アンインストール］ボタンをク
リックします。
アンインストール画面が起動します。
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4. ［はい］ボタンクリックします。
アンインストールが完了します。

参考
アンインストールが完了すると、
［コントロール パネル］の［デバイスとプリンター］から「SPA
Convert Printer」が削除されます。
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改訂履歴
Ver. 10.4
Ver. 10.4 では、以下の機能が追加されました。機能追加により、以下のページの記載内容を変更しまし
た。
• OCR サービスがセットアップできるようになりました。
• SPA のセットアップについて (p. 4)
• オプションの追加と削除 (p. 17)
• オプションの追加と削除 (p. 31)
• Bridge サービスのセットアップ (p. 39)
• OCR 機能を利用するための準備をする (p. 45)
• OCR サービスのセットアップ (p. 59)
• OCR サービスのインストール (p. 59)
• OCR サービスのインストール前の準備をする (p. 60)
• OCR サービスをインストールする (p. 60)
• OCR 機能を利用するための準備をする (p. 61)
• OCR サービスを起動する (p. 64)
• OCR サービスのインストール完了を確認する (p. 64)
• OCR サービスログの出力先の設定 (p. 64)
• OCR サービスのアンインストール (p. 65)

Ver. 10.3.1
『SPA Cloud を使用する前に』の SPA Cloud で使用するサービスのセットアップ手順を、
「第 4 章
Cloud で使用するサービスのセットアップ」以下のページに記載しました。

SPA

Ver. 10.3.1.0 では以下の機能が追加されました。機能追加により、以下のページの記載内容を変更しま
した。
• タイムスタンプ（時刻認証）の付与に加えて、電子署名（ES-A）が付与できるようになりました。
• 1-1-2

オプションの追加と削除

• 1-2-2

オプションの追加と削除
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