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はじめに
Seagull Scientific社製BarTender®ソフト ウェアを使用して、ラベル、バーコード 、RFIDタグ、プラスチック
カード などの作成および印刷自動化を行うことによって、世界中の組織は、安全性、セキュリティ、効
率性、およびコンプライアンスを向上させることができます。製造業、化学薬品、ヘルスケア、食品およ
び飲料、航空宇宙、医薬品、サプライチェーン／ロジスティクスなどの業界の企業から、日常業務に
必要なラベリングおよびマーキングプロセスにおいてBarTenderに大きな信頼をいただいています。
BarTender 2019のリリースにより、Seagull Scientificは引き続きお客様のデザインや印刷体験を向上さ
せ、業務の管理および運営の簡素化をお手伝いします。本書ではBarTender 2019の追加・改善事
項の中でも最も重要なものについて解説します。
お客様からのフィード バックやご要望に応えて、BarTenderスイート ソフト ウェアの様々な箇所を改善し
ました。
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テンプレート
BarTender 2019は、新しい機能や改善された機能が加わり、ド キュメント テンプレート の作成がより簡
単になりました。

新しいテキストエディタ
以下の機能が加わり、BarTenderでド キュメント 用のテキスト オブジェクト の作成と編集機能が向上しま
した。

新 しいWYSIWYGテキスト 編 集
テキスト オブジェクト 用の新しいWYSIWYG画面編集モード により、回転および変換されたテキスト オ
ブジェクト に対しても、アイテム編集が簡単かつ直感的になります。これを行うには、編集するテキ
スト を選択してから変更内容を入力します。
次の例は、ウェーブ変換が適用されたテキスト オブジェクト をそこで直接編集できることを示していま
す。

テキスト ツールバーを使用し、選択した埋め込みデータに利用可能なフォント スタイルを適用するこ
とができます。選択した埋め込みデータのコンテキスト メニューを使用してフォント ダイアログを開くこ
ともでき、このダイアログを使用するとフォント スタイルやフォーマット を素早く編集することができま
す。( 指定したフォント 属性は、現在選択されているものだけに影響します。)
各データソースに使用できるフォント スタイルは1つだけなので、この機能を使用して、データソース
のフォント スタイルを1つ変更することで、1つのデータソースを複数のデータソースに分割することが
できます。たとえば、現在のデータソースが埋め込みテキスト "sample text" である場合、"sample"
という単語のフォント スタイルを変更して、それを "text" という単語とは別のデータソースにすることが
できます。同様に、隣接するデータソースのフォント と一致するようにデータソースのフォント を変更
することによって、オブジェクト 内のデータソースをマージすることができます。

データソース編 集
BarTenderの新しく追加された画面編集機能では、データソース作成と編集機能を下記のように
改善しました。
l

ツールボックスからアイテムをド ラッグして次の操作を実行するための新しいサポート ：
l

特定のデータソースを持つテキスト オブジェクト を作成します。

l

カーソル位置の既存のオブジェクト にデータソースを追加します。

l

オブジェクト の既存のデータソースを置き換えます。

l

ツールボックスからテンプレート にデータソースをド ラッグすると、関連するダイアログが自動
的に開きます。たとえば、Visual Basic (VB) スクリプト のデータソースをテンプレート にド ラッ
グすると、VBスクリプト エディタが自動的に開きます。
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l

ツールボックスに下記のデータソースオプションが追加されました。
l

日付と時刻：Clockデータソースのこれらのデータタイプは、個別に表示されます。

l

シリアルナンバー：シリアル化コンポーネント を簡単にテンプレート に追加します。

l

l

l

l

テーブルデータフィールド ：このリスト には、テーブルオブジェクト のソースデータに関連付けら
れているデータフィールド が表示されます。
データ入力フィールド ：このリスト には、データ入力フォーム上の既存のデータ入力コント
ロールが表示されます。データ入力フィールド をテンプレート にド ラッグすると、コント ロール
にリンクされている埋め込みデータソースを持つテキスト オブジェクト が作成されます。
印刷ジョブフィールド ：印刷ジョブフィールド のデータソースをテンプレート に簡単に追加しま
す。

画面でのデータソース編集機能が改善され、複数のデータソースを含むオブジェクト を簡単に編
集できるようになりました。新しい画面編集モード を使用するには、オブジェクト 内をクリックしま
す。埋め込みデータは編集可能なテキスト として表示され、個別データソースは個別のエンティ
ティとして表示されます。
個別データソースには次のものがあります。
l

埋め込みデータのデータソース以外のデータソース全て

l

以下の条件を１つでも満たす埋め込みデータのデータソース：
l

データソースト ランスフォームが適用されている

l

Text 以外のデータタイプである

l

データ入力コント ロールにリンクされている

埋め込みデータをクリックすると、カーソルはクリックした位置に配置されます。個別データソースを
クリックすると、全体として選択されます。
この画面編集モード を使用すると、次のことが可能になります。
l

カーソル位置に既存の埋め込みデータの文字を追加または削除します。

l

オブジェクト 内の異なるデータソース間でカーソルを移動します。

l

l

l

データソースのコンテキスト メニューからプロパティ固有のダイアログを開いて、データソースプ
ロパティを編集します。
フォント ダイアログを使用して、埋め込みデータの一部を選択し、選択したテキスト の書式
設定を行います。この操作はコンテキスト メニューからアクセスすることができます。これを
行うと、別の埋め込みデータのデータソースが作成されます。
カット 、コピー、および貼り付け機能を使用して、既存のデータソースから、別のオブジェク
ト に追加のデータソースを作成するか、オブジェクト が選択されていない場合は新しいオブ
ジェクト を作成します。

新しいテキストフォーマットオプション
BarTender 2019では、次のような新しいテキスト フォーマット オプションを使用することができます。
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l

下付き文字と上付き文字

l

スモールキャピタル( 小型大文字)

l

文字 "O" とゼロを区別するためのスラッシュ付きゼロとド ット 付きゼロのオプション

l

l

l

テキスト の取り消し線のスタイルと色のオプション、および取り消し線を単語のみに適用するオプ
ション

テキスト の下線のスタイルと色のオプション、および下線を単語のみに適用するオプション

ベースラインオフセット 。選択したテキスト を表示するにあたり、ベースラインからどのくらい上または
下にテキスト を配置するかを指定できます。

また、「単一行」および「複数行」のテキスト オブジェクト は、「標準」および「標準折り返し」に名前
が変更されました。

テキストの折り返しと自動調整の新機能
BarTender 2019 では、オブジェクト 内にテキスト を折り返して収めるための新しいデザインエクスペリエン
スが導入されました。

テキスト の折 り返 し
BarTender 2019 では、テキスト を折り返す新しい折り返し機能がサポート され、複数の列、複数
オブジェクト の周囲、オブジェクト の内側、ラベルの境界線の内側、およびオブジェクト 自体の境界
線の内側( そのような境界線を使用する場合) でテキスト を折り返すことができます。隣接するオブ
ジェクト を囲んでテキスト を折り返すこともできます。
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自動調整
自動サイズ変更に代わって、機能が改善された自動調整機能が加わり、テキスト オブジェクト をテ
ンプレート 上のほぼすべてのスペースに柔軟に収めることができます。自動調整を使用すると、テキ
スト オブジェクト がテンプレート の境界を超える場合でも、テキスト をテンプレート 内に収めることがで
きます。フォント ポイント サイズ、フォント スケール幅、文字間隔、および行間隔の値は、絶対値で
はなく相対パーセンテージで測定されるため、自動調整機能は、ポイント サイズが混在するオブ
ジェクト に適しています。これらの値の組み合わせを調整することによって、テキスト を自動的にオブ
ジェクト に収めることができます。
自動調整機能により、グループ内のオブジェクト 間で調整をリンクすることもできます。そのため、同
じ設定を使用して、同時に複数のテキスト オブジェクト のサイズを自動的に変更することができま
す。このオプションを使用すると、確実に複数のフィールド にわたってフォント を一貫させることができ
ます。
たとえば、住所ラベルに 4 つのテキスト オブジェクト が含まれていたとします。ラベルに合わせるに
は、オブジェクト の1 つを 90パーセント 幅でレンダリングする必要があるとします。リンク調整オプショ
ンを使用してオブジェクト に同じグループ名を指定すると、その90パーセント 幅の値が他のオブジェク
ト に自動的に適用され、すべてが同じサイズのフォント で表示されます。

自 動 調 整 機 能 とテキスト 折 り返 し機 能 の併 用
自動調整と、改善されたテキスト の折り返しを組み合わせると、不規則な形状の中で、テキスト を
自動調整するといった高度な処理を行うことができます。
たとえば、図に示すように、折り返し機能と自動調整機能を併用して、図形オブジェクト の周囲で
テキスト を簡単に折り返すことができます。

図のように、図形オブジェクト の内側にテキスト を自動的に収めることができます。
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次のように、自動的に円形および楕円形のラベルにテキスト を収めることができ、同時に図形オブ
ジェクト の周囲でテキスト を折り返すこともできます。
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新しいテキスト変換
BarTender 2019には、テキスト オブジェクト に適用できる新しい変形が多数追加され、テキスト の形状
を変更できるようになりました。オブジェクト ツールバーのテキスト をクリックし、次に示すように、デフォル
ト の変形設定を表示したら、変形されたテキスト オブジェクト をポイント し、オブジェクト タイプ名を示す
ツールチップを表示します。テキスト メニューに入れたい変形テキスト オブジェクト をクリックし、さらにテン
プレート をクリックしてオブジェクト をテンプレート に追加します。これにより、テキスト オブジェクト のテキスト
フォーマット プロパティページを使って変形をカスタマイズすることができます。

新しく変形されたテキスト オブジェクト は、他のテンプレート オブジェクト 同様に回転をサポート します。ま
たタブ、位置揃え、インデント オプションなど、列や複数のテキスト 行もサポート します。
以下の新しい変形が実行可能です。
l

l

l

l

アーチ状：次のテキスト 効果設定を含みます。
l

アーチアップ

l

アーチダウン

ベンド ：次のテキスト 効果設定を含みます。
l

ベンド アップ

l

ベンド ダウン

カーブ：次のテキスト 効果設定を含みます。
l

カーブアップ

l

カーブダウン

l

拡大

l

縮小

斜体：次のテキスト 効果設定を含みます。
l

右上がり

l

右下がり

l

左傾斜

l

右傾斜

l

右フェード
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l

l

左フェード

l

フェード バック

ウェーブ：次のテキスト 効果設定を含みます。
l

標準ウェーブ

改善されたアーチ状テキスト変形
アーチ状テキスト 変形のサポート が改善され、次の機能が追加されました。
l

他のテンプレート オブジェクト と同様のアーチ回転

l

またタブ、位置揃え、インデント オプションなど、列や複数のテキスト 行をサポート します。

l

アーチの半径と中心点を調整するための制御点。

活字書体精度の向上
フォント ポイント サイズの精度は、0.1ポイント ( pt) 単位になりました。これは、以前に採用されていた
0.5 ポイント 単位から向上しました。

レイアウトグリッドオブジェクト
テンプレート 内にグリッド レイアウト を追加できるようになり、グリッド フォーマット を使用して他のテンプレー
ト オブジェクト を配置したいときに便利です。このオブジェクト は動的デザインをサポート し、グリッド セル
内に含まれるオブジェクト のサイズや配置に応じて、行と列が自動的にサイズ変更されます。
また、個々の行に高さの最小値と最大値、および個々の列に最小値と最大値を手動で指定すること
もできます。特定の行の高さや特定の列の幅を固定し、他の列を動的に計算してサイズを変更でき
るように指定することもできます。
レイアウト グリッド オブジェクト には、可能な場合はセルに合わせてオブジェクト のサイズを変更するオプ
ションがありますので、グリッド セルに合わせて自動的にオブジェクト のサイズを変更することができます。
セルとそのオブジェクト を複数行または複数列にまたがるようにするスパンオプションも使用することができ
ます。
次の図は、これらの機能を示しています。
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テーブルオブジェクト
テーブルフォーマット 内に他のテンプレート オブジェクト を配置したい場合は、テンプレート にテーブルオブ
ジェクト を追加できるようになりました。レイアウト グリッド オブジェクト と同様に、テーブルオブジェクト の行
と列は、テーブルセル内に含まれるオブジェクト のサイズと配置に応じて自動的にサイズ変更されます。
セルの高さと幅を任意に指定したり、オブジェクト がセルに収まるように自動サイズ変更するように指定
したりできます。また行や列にまたがるスパンオプションの使用も可能です。テーブルオブジェクト には、
テーブル、列、セルの罫線、網掛け、および背景といったプロパティが含まれます。
次の図は、これらの機能を示しています。
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動 的 データのサポート
テンプレート にテーブルオブジェクト を追加すると、データベースレコード や VBスクリプト から返される
データなどの動的データを含むテーブルを作成することができます。テーブルオブジェクト は、この動
的データをサポート し、印刷時に行や列の数を自動的に増やすことによって、印刷時にド キュメン
ト とマージされるデータに対応します。
テーブル、ページヘッダーとフッターを含むことができるテーブルに行や列を追加したり、フィールド に基
づいてダイナミックデータをグループ化したり、Sumおよび他の集計関数を使用してデータの情報を
要約することができるテーブルにも行や列を追加することができます。
次の図は、この機能を示しています。最初の図は、データベースの3 つのフィールド を表示するよう
に設定されたテーブルのテンプレート デザインと印刷されたアイテムを示しています。そこにはレコード
用の単一データ行を含むテーブルヘッダー行が含まれます。

2 番目の図は、以下の変更を加えた同じテーブルを示しています。
l

l

l

最初の行のテーブルデータテンプレート はテーブルヘッダーからページヘッダーに変更されたため、
ここでは各印刷アイテムの上部に表示されています。
ページヘッダ行の後に新しい行が挿入され、グループヘッダテーブルのデータテンプレート が適用さ
れて、グループ間の改ページによって原産地フィールド に基づき製品をグループ化するように設定
されました。
データ行の後に新しい行が挿入され、グループフッターテーブルのデータテンプレート が適用されま
した。"Field: Origin" ( フィールド ：原産地) データソースがこの行の最初の列に追加され、前のグ
ループの製品を数えるように設定されました。
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サポート されているテーブルデータのテンプレート
前述の図に示すように、テーブルオブジェクト はテーブルデータテンプレート をサポート しています。こ
れを使用すると、テーブルに含まれているデータを整理および要約することができます。これらのテン
プレート を使用して、テーブル、ページ、およびデータグループにヘッダーとフッターを追加することがで
きます。またテキスト 、バーコード 、画像などの他のテンプレート オブジェクト をテーブルに追加するこ
ともできます。テーブル内のデータフィールド の合計、平均、最大、最小などの計算値も表示でき
ます。

サポート されているフィールド 関 数
テーブルデータフィールド では、以下のフィールド 関数がサポート されています。
l

l

l

l

l
l

l

l

Sum：テーブルデータフィールド のデータソースの指定範囲内のすべての値の合計を計算します。
数値が使用可能
Average：テーブルデータフィールド のデータソースの指定範囲内のすべての値の平均を計算しま
す。数値が使用可能
Minimum：テーブルデータフィールド のデータソースの指定範囲内の最小値を決定します。数値
と日付値が使用可能 大文字と小文字を区別するニュート ラル言語の比較でソート されたテキ
スト 値もサポート され、最初の文字列を決定できます。
Maximum：テーブルデータフィールド のデータソースの指定範囲内の最大値を決定します。数
値と日付値が使用可能 大文字と小文字を区別するニュート ラル言語の比較でソート されたテ
キスト 値もサポート され、最後の文字列を決定します。
Count：指定された範囲のレコード 数を計算します。
List( カンマ区切り値) ：指定された範囲内のすべてのレコード 値を、コンマで区切られた1つの長
い文字列に連結します。
List( タブ区切り値) ：指定された範囲のすべてのレコード 値をタブで区切られた1つの長い文字
列に連結します。
List( 1行あたりの単一値) ：指定された範囲のすべてのレコード 値を改行で区切られた1つの長
い文字列に連結します。
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バーコード
バーコード サポート の改善点は次のとおりです。
l

テンプレート 上でバーコード を回転させる方法に関する制限を取り除きました。

l

バイナリデータのECI ヘッダ( プレフィックス) を無効にするオプションを追加しました。

l

小売薬局製品番号( PPN) パックのデータマト リックス規格を追加しました。

l

GS1バージョン19仕様にGS1アプリケーション識別子( AI) を新しました。specification.

l

以下のシンボル体系に対するサポート の向上：
l

l

l
l

l

データマト リックス：以下のエスケープシーケンスに対する手動エンコーディングサポート を追
加しました。
l

^ a：ASCIIへのラッチ

l

^ b：バイナリへのラッチ( 基数256)

l

^ c：C40 へのラッチ

l

^ e：EDIFACT へのラッチ

l

^ t：テキスト へのラッチ

l

^ u：ラッチ解除( 自動エンコード に戻る)

l

^ x：X12 へのラッチ

GS1データマト リックス：すべての重要なAIを抽出してバーコード の下に配置する「分割」AI
配置オプションを追加しました。人間が読める残りのテキスト はバーコード の上に配置され
ます。
QRコード ：ECI サポート を追加しました。
ロイヤルメールの4ステート 顧客コード ：タイプC、タイプL、および CMDM のサポート を追加し
ました。
シンガポール4 ステート 郵便番号：サポート を追加しました。

その他
拡 張 オブジェクト エラー処 理
オブジェクト のエラー処理プロパティページを使用して、すべてのテンプレート オブジェクト のエラー処
理を設定できるようになりました。このプロパティページでは、特定のエラー状態が発生した場合に
実行するアクションを指定できます。この機能は以前は画像オブジェクト 向けでしたが、今回すべ
てのテンプレート オブジェクト に使用できるようになりました。

プリンタ切 り替 え動 作 の向 上
BarTender は、プリンタ名ではなくプリンタモデル別にプリンタ設定の履歴を各文書内に自動的に
保持するようになりました。これらの設定は、新しいプリンタに切り替えるとプリンタ設定履歴に追
加されます。これらの設定を保存することによって、BarTender はド キュメント に対し、異なるプリン
タを切り替えることができ、ユーザーが調整する必要がある設定が削減されます。

BarTender 2019 の新機能

16

データソースの追 加 説 明 フィールド
データソースプロパティページの新しい説明フィールド を使用すると、データソースが表わす内容を説
明する標準用語( GS1 AIウィザード や MaxiCodeウィザード で使用される用語など) を簡単に選択
することができます。

用語の変更
「単 一 行 」および「複 数 行 」のテキスト オブジェクト 名 の変 更
「単一行」および「複数行」のテキスト オブジェクト は、「標準」および「標準の折り返し」に名前が変
更されました。

「自 動 サイズ」の名 称 変 更
「自動サイズ」機能は、「自動調整」に変更されました。この機能の改良点については、本書のテ
キスト の折り返しと自動調整の新機能セクションにその説明があります。
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データ入力フォーム
BarTender 2019では、データ入力フォームのサポート が拡張され、以下の項目が追加されました。

アクション
データ入力フォーム、新しいデータ入力ボタンコント ロールおよびハイパーリンクテキスト オブジェクト に関
連するイベント に応答して印刷時に実行するアクションを設定できるようになりました。別のBarTender
ド キュメント 印刷または電子メールメッセージ送信といった単純なアクションも、データベースへのデータの
書き込みまたは一連のループアクション実行といいった複雑なアクションも設定することができます。
利用可能なアクションで、データ入力フォームから実行できるものには、インテグレーションビルダで使用
できるものとほぼ同じアクションだけでなく、フォームデータのリセット やクリア、印刷ジョブのキャンセルなど
のフォーム固有のアクションも含まれます。

フォームイベント
次のフォームイベント が発生したときに実行するアクションを設定することができます。
l

フォームオープン

l

データを検証する

l

フォームクローズ

l

フォームキャンセル

ボタン制 御
ボタンコント ロールは、データ入力フォームにボタンを作成します。このボタンは、印刷オペレータがク
リックしたときに任意の数のアクションを実行するように設定することができます。アクションが実行さ
れる際の、単一イベント には下記のものがあります。
l

コント ロールのクリック

ハイパーリンクテキスト オブジェクト
ハイパーリンクテキスト オブジェクト は、テキスト 入力フォーム上にテキスト オブジェクト を作成します。
このテキスト 入力フォームは、印刷オペレーターがクリックしたときに任意の数のアクションを実行する
ように設定できるハイパーリンクをサポート します。テキスト の内容を指定してから、必要なアクショ
ンを作成します。ハイパーリンクテキスト オブジェクト には、アクションが実行される次の単一イベント
が含まれます。
l

コント ロールのクリック

リストの改善
複数列
次のデータ入力コント ロールは、複数列表示をサポート しています。コント ロールタイププロパティに
複数列を選択することで表示を有効にすることができます。
l

リスト ボックス

l

ド ロップダウンリスト
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これらのコント ロールに対して複数列を有効にした後、コント ロールのプロパティダイアログに列プロ
パティページが追加されます。それにより、必要な列数およびそのフォーマット を設定することができ
ます。印刷時に、データ入力フォームには、設定した列を含むコント ロールが表示されます。

カード ビュー
次のデータ入力コント ロールは、カード ビューを使用できるようになりました。カード ビューはコント
ロールのタイププロパティに、シンプルカード またはカスタムカード を選択すると有効になります。
l

リスト ボックス

l

レコード ピッカー

カード を有効にしたら、列プロパティページを使用し、カード に表示されるデータフィールド を指定お
よび設定します。

複 数 のデータソースにバインド する
複数列、シンプルカード 、およびカスタムカード をサポート するリスト コント ロールタイプに対し、リンク
済みデータソースプロパティページからコント ロール内の各列を個別のデータソースにバインド すること
ができます。
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データベース
BarTender 2019では、新しいデータベースツールとプロバイダが導入され、テキスト ファイルとMicrosoft
Excel、Microsoft Accessファイルへのデータベース接続が改善されました。

データビルダ
データビルダは、BarTenderスイート の新しいコンパニオンアプリケーションです。これを使用して、複数の
テーブルを含むデータベースを作成、管理することができます。BarTenderド キュメント にデータをイン
ポート するときは、BarTenderデザイナでこれらのデータベースに接続できます。インテグレーションビルダ
やプロセスビルダなどと共に、BarTenderスイート の他のアプリケーションからこれらのデータベースに接続
することも可能です。データビルダを使用してデータベーステーブルを作成することで、テキスト エディタ、
Access、Excelなどの外部アプリケーションを置き換えることができます。
データビルダを使用してデータベースを作成する際、IDの自動増分、テキスト 、番号、日付、時刻、
チェックボックス、画像、多肢選択など、テーブル内のフィールド のデータタイプを指定することができ、そ
れから各データタイプに合わせたフォーマット を多様な選択肢から選択できます。テーブル内でフィール
ド が必須かユニークかのどちらかを指定することができます。また、データベース内でインデックスとなる
フィールド を指定できます。テーブル内の各フィールド に対する入力規則を作成したり、入力が失敗し
た場合に表示するエラーメッセージを作成することができます。
データビルダのインポート 機能では、テーブルのインポート ウィザード を使用して、データベースを作成す
る際にサポート されているデータベースタイプの1つから、必要なデータベーステーブルを簡単に選択でき
ます。

埋め込みデータベーステーブル
新しい埋め込みデータテーブルエディタを使用して、BarTenderド キュメント にデータベースを埋め込むこ
とができます。このエディタの外観と機能はデータビルダのコンパニオンアプリケーションに似ており、同種
類のデータタイプとフィールド 検証オプションが含まれます。このエディタを使用すると、埋め込みデータ
テーブルを作成して、BarTenderド キュメント で使用することができます。

新しいコネクタ
BarTender 2019では、追加のデータベースプロバイダへのサポート が追加されました。

XML
データベースセット アップウィザード を使用してXMLファイルに接続すると、マスタ要素を選択するよう
に求められます。子要素と、子要素を含む親要素を選択することができます。データベースセット
アップウィザード はXMLスキーマをスキャンします。これは、XMLファイル自体、または XSDファイルか
DTDファイルで参照できます。XMLスキーマが見つからない場合は、スキーマファイルを指定するよう
に求められます。
XMLファイルに問題なく接続すると、データは一貫性のあるフィールド 名構文を使用するテーブルに
変換されます。

BarTender 2019 の新機能

20

Microsoft Azure SQL Database
Microsoft Azure SQL Databaseは、クラウド データベースサービスの1種で、Microsoft SQLサーバー
データベーステクノロジに基づき、Microsoft Azureクラウド コンピューティングプラット フォーム上に構築
されています。これはリレーショナルデータをクラウド に格納するために使用され、動的なスケーラビリ
ティと統合された最適化機能を使用することでデータベース管理を最小限に抑えます。

MariaDB
MariaDBは、オープンソースのリレーショナルデータベース管理システムの1種で、データにアクセスす
るための構造化照会言語( SQL) インターフェースを提供します。主な機能は、他のソフト ウェアア
プリケーションの要求に応じてデータを保存および取得することです。MariaDBはMySQLのブランチ
であり、MySQLとの互換性に優れていますが、主な違いはMariaDBの高度なバックエンド 機能にあ
ります。BarTenderはMariaDB 5.5 以降のバージョンをサポート しています。

コネクタの改善
BarTender 2019では、テキスト 、Excel、および Accessのデータベースファイル用の既存データベースコネ
クタが改善されました。

テキスト
テキスト ファイルデータベースへの接続に関して以下のように改善しました。
l

l

次のSQL構文を含む、新しいフィルタ条件
l

IN

l

NOT IN

l

BETWEEN

l

NOT BETWEEN

l

IS NULL

l

IS NOT NULL

次に示す新しいフィルタリングオプション
l

ファイルの先頭の行を破棄：ファイルの先頭でスキップする行数を指定します。

l

ファイル末尾の行を破棄：ファイルの終わりでスキップする行数を指定します。

l

l
l

l

l

行が式に一致したら読み取り停止：指定された式を含む行が無視され、それ以上行が
読み取られないよう指定します。
空白行を破棄：空白行をスキップするように指定します。
指定した文字で始まる行を破棄する：指定した文字で始まる行をスキップするように指
定します。
式に一致する行を破棄：作成した正規表現と一致する行をスキップするように指定しま
す。この操作は、行が文字列で開始、終了、またはそれを含むかどうかを決定します。
左( または右) の X 文字を破棄：各行の文字列の左側( または右側) から指定された数
の文字が削除されるように指定します。
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l

l

l

l

1 行に X 文字のみ保持：行の左側または右側( あるいはその両方) から文字を切り捨て
た後、各行が指定された文字数に切り捨てられるように指定します。

名前または値のペアを使用してデータを表現するファイル( INI ファイルなど) のサポート を追加し
ました。
カスタム区切り文字やカスタム正規表現区切り文字など、追加の区切りファイルオプションのサ
ポート を追加しました。
固定幅の改善

エクセル
BarTenderデザイナはCData Excel ADO.NET プロバイダを統合することによってExcelをサポート するよ
うになりました。これには次の利点があります。
l

どのバージョンのOfficeをインスト ールしていても、32ビット および64ビット 環境で動作します。

l

ファイルへの直接アクセスによりパフォーマンスを向上させます。

l

( フィールド が列ではなく行の場合) 「置き換えられた」テーブルをサポート します。

l

Excelで「名前付き範囲」を作成しなくても、テーブルのソースとして範囲( C5：F17など) が指定で
きます。

Access
BarTenderデザイナはCData Excel ADO.NETプロバイダを統合することによってAccessをサポート する
ようになりました。これには次の利点があります。
l

どのバージョンのOfficeをインスト ールしていても、32ビット および64ビット 環境で動作します。

インテグレーションビルダ、プロセスビルダ、および BarTender を対象としたデータベース
アクション
追加のデータベースアクションが、インテグレーションビルダ、プロセスビルダ、および BarTender のド キュメ
ント 、フォーム、および制御イベント でサポート されるようになりました。これらの新しいアクションには次の
ものがあります。
l

レコード を挿入する

l

レコード を更新する

l

レコード を削除する

l

SQLを実行する

アイテム印刷ごとの複数レコード
データベース設定ダイアログの新しいアイテムごとのレコード プロパティページを使用して、単一の印刷ア
イテムに複数のデータベースレコード を印刷するためのサポート が追加されました。アイテムごとのレコー
ド プロパティページの設定により、レコード を印刷アイテム内にどのようにグループ化するか設定すること
ができます。
たとえば、次のデータを含むデータベースを作成して、特定の地域のすべての製品を1つの印刷物にま
とめることができます。
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製品

地域

ナイフ

西部

布巾

東部

コーヒーマグ

南部

フォーク

西部

スプーン

西部

ト ング

西部

ホット パッド

東部

ディナーグラス

南部

ワイングラス

南部

スパチュラ

東部

ティーカップ

南部

ジュースグラス

南部

タンブラー

南部

次の図は、印刷されたアイテムの表示に関する設定の1例です。

その他
名 前 付 きデータベース接 続 の管 理
新しいバージョンでは、管理コンソールの新しいデータベース接続ページで名前付きデータベース接
続を管理することができます。データベース接続ページでは、名前付きデータベース接続を追加、
変更、削除、名前変更、またはクローン作成できます。

データ更 新
データベースフィールド でデータソースが更新されたときにデータベースにデータを書き戻すためのサ
ポート が追加されました。テキストデータベース、SAP IDocデータベース、および Excelデータベースは
サポートされていません。

結 合 の改 善
新たにサポート されている結合の種類は次のとおりです。
l

LEFT OUTER

l

RIGHT OUTER

l

FULL
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印刷
BarTender 2019では、印刷プロセスに新機能が追加され、また多くの既存機能が改善されました。

データソースの印刷
プリンタは直接データソースより印刷することが可能になりました。データ入力フォーム上のコント ロール
から、またはデータベースやその他のデータソースから印刷することができます。これにより、データ入力コ
ント ロール、データベースレコード 、あるいは VBScript データソースから、印刷時にプリンタを指定すること
ができます。

ドキュメントアクション
旧バージョンのBarTenderでは、印刷ジョブの開始や終了、各項目の印刷などのド キュメント イベント
に応答して Visual Basic スクリプト ( VBScript) が実行されました。BarTender 2019では、VBScript を作
成する代わりに、ド キュメント イベント に応答して実行されるアクションを設定することができます。
レンド リーなインターフェースで、自動化アクションを作成することに加えて、Eメールメッセージの送信、
データベースへのデータ書き込み、ファイルシステム内のファイルやフォルダーの管理など、幅広いアクショ
ンを利用することができます。インテグレーションビルダで使用できるアクションとほとんど同じアクション、
フォームデータのクリア、印刷ジョブの続行、フォームの表示などフォーム固有のアクション群も使用でき
るようになりました。
次のド キュメント イベント が発生したときに実行するアクションを設定することができます。
l

印刷ジョブの開始

l

データ入力の完了

l

レコード 毎に

l

同一コピー毎に

l

印刷ジョブの送信

l

印刷ジョブのキャンセル

印刷順序および開始位置の改善
BarTender 2019では、新しい印刷注文オプションと印刷時の開始位置オプションのサポート が追加さ
れました。

印刷注文
新しい印刷注文オプションがページ設定ダイアログの印刷注文タブに追加されました：水平( 交
互) 、垂直( 交互) が選択可能です。これらのオプションを使用すると、( 水平または垂直のどちら
かを選択しているかに応じて) 用紙上で前の行または列で印刷が終了したときと同じ側から印刷
が開始される折り返しプリント 注文ができるようになります。

印刷時開始位置
印刷時開始位置ダイアログを設定し、印刷ジョブでプリンタに印刷を開始させたい紙ページ上で
特定のアイテム( またはラベル) について、行と列の組み合わせを要求することができます。このオプ
ションは、ページ設定ダイアログの印刷注文タブで設定することができます 。
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ネイティブPDFのサポート
BarTenderは、ネイティブPDF印刷をサポート するようになりました。このサポート により、PDFは最適化さ
れ、サード パーティのPDF ド ライバを使用するよりも速くPDFの作成を行うことができます。セキュリティや
デフォルト の表示オプションなど、PDFへの書き出しオプションを指定することもできます。

Wasatch SoftRIPインテグレーション
Wasatchはラスターイメージプロセッサ( RIP) ソフト ウェアのメーカーとして有名です。このソフト ウェアは、
デジタル印刷機、大判プリンタ、およびテキスタイルプリンタへの出力によく使用されます。BarTender
2019は、Wasatch SoftRIPで設定されているすべての印刷ユニット への印刷をサポート しています。

管理コンソールでのプリンタ管理
BarTender 2019には、管理コンソールに新しいプリンタ設定ページが追加されました。これは、
BarTenderデザイナの高度なプリンタとド ライバの設定ダイアログに代わるものです。このページには、次
の新機能があります。

デフォルト プリンタ
BarTenderのデフォルト プリンタとして、他のWindowsアプリケーションで使用されているユーザのデ
フォルト プリンタとは異なるプリンタを指定できるようになりました。

リスト からプリンタを削 除
ネット ワーク上にBarTenderアプリケーションからプリンタオペレータを選択できないようにしたいプリンタ
がある場合は、チェックボックスを選択するだけで、プリンタを削除することができます。

プリンタリダイレクト およびフェイルオーバー設 定
元のプリンタがオフラインのとき、エラー状態のとき、またはその他の状況で使用できないときに、
BarTenderがその印刷操作を代替プリンタにリダイレクト するように指定できるようになりました。この
機能で、プリンタに印刷操作をリダイレクト する条件を指定することを選択できます。例、印刷
キューが一時停止しているとき。また、BarTenderの使用可能なプリンタ一覧からプリンタを削除す
ることもできます。

ロギングの改善
BarTenderシステムデータベースへの印刷ジョブのログを設定、およびログに印刷済みアイテムの画像を
含めることを選択したときには、次の新機能が使用できます。
l

l

システムデータベースへPDFのログをとる：標準の画像フォーマット に加えて、画像をPDFとして保
存することもできます。
最初と最後のページのみログをとる：印刷ジョブの印刷アイテムのどの画像のログをとるか、指定
できるようになりました。すべて、最初のみ、最初と最後のみ、または最後のみから選択可能で
す。[すべて]以外のオプションを選択すると、印刷ジョブに必要なシステムデータベース内のス
ペースを減らすことができます。
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ライセンス管理
BarTender 2019では、BarTenderライセンスサービスがSeagullライセンスサーバーに代わりました。これ
がサービスとしての唯一の動作モード となっています。アプリケーションとしての実行はサポート されなくな
りました。
この新しいライセンスモデルの管理は、管理コンソールの新 ライセンスモジュールに移動しました。ライセ
ンスモジュールのページを利用すると、以下のことを行うことができます。
l

プリンタ使用情報を監視します。これには、プリンタがいつ承認または拒否されたか、どのユー
ザーがプリンタを使用していたかなどの詳細情報が含まれます。

l

接続できるユーザー、グループ、または場所を制御します。

l

プリンタグループを作成し、どのユーザーがどのプリンタを使って印刷できるかを指定します。

l

プリンタを使用できないようにします。

l

ライセンスをパーティションに分割します。

l

l
l

プロダクト キーコード ( PKC) をユーザー名、コンピューター名、またはIPアド レスに関連付けることに
よって、単一のサーバーで複数のライセンスをホスト します。これを行うと、BarTenderライセンス
サービスの別々のインスタンスを1台のコンピューターでホスト することができます。
エディションのアップグレード またはプリンタ数の変更を行った後も、PKC は変わりません。
既存バージョンがメンテナンス中である限り、既存のPKCを使用して製品の新しいバージョンをア
クティベート します。( 例えば、メンテナンス中のBarTender 2016のPKCを使用して、BarTender
2019 をアクティベート することができます。)
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インテグレーション・ビルダー
BarTender 2019では、インテグレーション・ビルダーが改善され、ユーザーインターフェイスの更新、様々
な使用に対するサポート の向上、テスト や展開の改善がなされ、またお客様のインテグレーションから
実行できるアクションが追加されました。

ユーザーインターフェース
インテグレーション・ビルダーのユーザーインターフェースの更新では、新しいタブ、再設計されたタブとリボ
ンを備え、インテグレーション作成、テスト 、および展開に関連するタスクの実行が向上しました。
l

l

l

l

タブとリボンを作成する：ホームタブの名前が作成タブに一新されました。作成タブリボンには、
コンテンツのコピー、切り取りと貼り付けの新規コント ロールと、新しい検索と置換機能が含まれ
ています。さらに、変数の挿入機能と記号の挿入機能はほとんどのプロパティページから削除さ
れ、これらのオプションをサポート するプロパティを選択することで、作成タブリボンから利用できる
ようになりました。
テスト タブとリボン：新しいテスト タブを使って、アクションとインテグレーションをテスト することができ
ます 。テスト タブリボンを使用すると、既存の開始機能と停止機能のコント ロールにすばやくアク
セスできます。また、テスト を印刷シミュレーションとして実行する、テスト 用サンプルデータをキャプ
チャして使用するなどの新機能のコント ロールもこのタブリボンにあります。
タブとリボンを展開する：新しい展開タブを使用すると、お客様のインテグレーションを展開するこ
とや、展開設定( 展開計画の代わりとなるもの) を管理することができます。
アクションプロパティタブ：アクションプロパティは、プロパティタブを使用して移動しやすくなりまし
た。このタブは、各アクション固有となっています。

変数式
変数評価の構文が拡張され、変数に対して呼び出されるプロパティやメソッド をサポート するようになり
ました。一般的な構文はJavaScript言語に基づいています。

テスト
テスト の改善として、サンプルのテスト データと模擬印刷オプションが追加されました。

サンプルデータ
インテグレーションファイル内の各インテグレーションは、独自のサンプルセット を持つことができるよう
になりました。これらのサンプルは、インテグレーションインプット とイベント のスナップショット です。イン
テグレーションとアクションをテスト したり、ト ラブルシュート することができます。サンプルを使用するこ
とで、設定したアクションと変数の結果が目的に適っているか検証することができます。

模擬印刷
アクションとインテグレーションをテスト するとき、模擬印刷モード を選ぶことができるようになりました。
模擬印刷モード は、テスト 中に印刷タイプのアクションが物理的なアイテムを印刷せずに実行され
ることを指定します。模擬印刷の結果が作成されると、一時フォルダに保存され、表示することが
できます。
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展開
BarTender 2019では、展開計画が展開設定に代わりました。展開ページが再設計され、そして新し
い サーバーページが管理コンソールのインテグレーションモジュールに追加されました。

展開設定
展開設定は、単一のインテグレーシファイルを1つまたは複数のサーバーに展開するために必要な
設定を行い、設定はインテグレーシファイルのコンポーネント として保存されます。インテグレーション
ファイルには任意の数の展開設定をすることができます。デフォルト のテスト および本番設定を行う
ことができます。

展 開 ページ
展開ページでは、保留中の展開と展開履歴が最近の展開の単一ビューに統合されました。展開
計画ビューは廃止となりました。

サーバーページ
サーバーページにリスト されているサーバーは、BarTenderシステムデータベースに格納されるため、
同じシステムデータベースを使用するすべてのサーバー間で共有されます。デフォルト では、現在の
サーバーが常にリスト に追加されます。サーバーが展開に使用されるたびに、それが自動的にこのリ
スト に追加されます。
サーバーページで利用可能なオプションを使用すると以下のことができます。
l
l

l
l

l

新しいサーバーを定義。定義したサーバーは、サーバーリスト に追加されます。
各サーバーの説明を指定。サーバーをサーバーグループに追加するときなど、使用するサーバー
を選択するときに、この説明はユーザーインターフェイスに表示されます。
サーバーを本番サーバーとして指定。
1つまたは複数のメンテナンスウィンド ウの追加。サーバーメンテナンスを安全に実行できるスケ
ジュールを組むことができます。通常、メンテナンスウィンド ウは、サーバーが稼動していないとき
にスケジュールされます。
サーバーグループのリスト の定義。同時に複数のサーバーをより簡単に表示または展開すること
ができます。

インテグレーションビルダに新しいセキュリティ権限が追加されました。
本番サーバーにインテグレーションを展開するには、ユーザーは 本番
サーバーへの展開を有効にする必要があります。そして、公開された
インテグレーションファイル、または 未公開のインテグレーションファイル
を展開します。
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新しいアクション
BarTender 2019に導入された新しいアクションには、以下のものがあります。
l

フォルダをコピーする：フォルダをある場所から別の場所にコピーします。

l

フォルダを移動する：フォルダをある場所から別の場所に移動します。

l

フォルダ名を変更する：フォルダ名を変更します。

l

フォルダの削除：フォルダを削除します。

l

アーカイブにファイルを追加：フォルダからアーカイブに１つまたは複数のファイルを追加します。

l

l

フォルダ内の各ファイルについて：指定されたフィルタに一致するフォルダ内の全ファイルに対して１
つまたは複数のアクションを実行します。
アーカイブ内の各ファイルについて：指定したフィルタに一致する既存のアーカイブフォルダ内の全
ファイルに対して1つまたは複数のアクションを実行します。

l

アーカイブからファイルを抽出：アーカイブから１つまたは複数のファイルをフォルダに抽出します。

l

SQLを実行する：あらゆる種類のカスタム構造化照会言語( SQL) スクリプト を実行します。

l

データベースレコード を削除する：接続しているデータベースからレコード を削除します。

l

データベースレコード を挿入する：接続しているデータベースに新しいレコード を挿入します。

l

データベースレコード の更新：接続データベース内の1つまたは複数のレコード を更新します。

l

メッセージを表示する：メッセージボックスを表示します。

l

Webページの表示：デフォルト のブラウザでWebページを開きます。

更新されたアクション
Print Batchアクションは、従来のBatch Makerファイル( * .btbat) と新しいProcess Builderファイル( *
.btproc) の両方を印刷できます。
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プロセスビルダ
プロセスビルダは、BarTenderスイート の新しいコンパニオンアプリで、BarTender 2019に導入されていま
す。
プロセスビルダを使用すると、カスタマイズ可能なプロセスファイルを作成して、複数のアクションを順に
実行するることができます。これらのプロセスファイルは繰り返し操作を自動化することができ、
ActiveX、Microsoft .NET Framework SDK、コマンド ラインインターフェース、または BarTender XML
( BTXML) スクリプト などのプログラミングインターフェースの代わりにプロセスビルダインターフェースを使用
することができます。プロセスビルダでサポート されているアクションには、インテグレーションビルダで使用
できるアクションと同じアクションがあります。
プロセスファイルは、プリント ファイルステーションまたは Windows エクスプローラから実行することができま
す。

プロセスビルダの追加に伴い、バッチメーカーはBarTender スイート か
ら削除されます。プロセスビルダを使用すると、既存のバッチファイルを
プロセスファイルに変換し、バッチ印刷ジョブを中断することなく印刷を
続けることができます。
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BarTenderエディションの変更
BarTenderエディションの再設計の目的は、エディションを理解しやすくし、顧客がライセンス契約をして
いるエディションに含まれていない機能のエクスペリエンスを向上させることです。
BarTenderスイート のエディション固有の機能一覧については、BarTenderソフト ウェア版の比較ページ
をご覧ください。
https://www.bartendersoftware.com/software/compare/
BarTenderは、以下のエディションでご利用いただくことができます。
l

無料版

l

Professional版

l

Automation版

l

Enterprise版

エディションの再設計には、これらの新しいエディションに関連する以下の変更が含まれています。
l

l

l

l
l

ライセンスされているBarTenderに含まれていない機能やアプリケーションをテスト したり、プレ
ビューすることができます。これを行うと、アプリケーションは、ライセンスされたエディションに含まれ
ていない機能の使用中というメッセージが表示され、必要なエディションをリスト アップします。ライ
センスのない機能を使用して印刷されたアイテムには、そのアイテムがデモンスト レーションモード
で印刷されたことを証明するための透かしが入ります。
試用版は廃止され、新しい無料版に置き換えられます。無料版には無期限に使用できる機
能セット が含まれています。30日後に期限切れになることはありません。
Basic版は廃版となりました。以前のBasic版に含まれていた機能の多くは現在無料版で利用
可能です。
Professional版は現在、プリンタ数によってライセンスされています。
レイヤーや条件付き印刷などのインテリジェント テンプレート 機能は、すべてのエディションに含ま
れています。
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インスト ールエクスペリエンスの向上
BarTenderセット アップウィザード は、以下の変更を行い、簡素化および合理化されました。
l

インスト ールしようとしている BarTenderのエディションを指定する必要がなくなりました。

l

コンパニオンアプリケーション全てデフォルト でインスト ールされています。

l

翻訳は全てデフォルト でインスト ールされています。

l

.NET SDK はデフォルト でインスト ールされています。

l

BarTenderシステムデータベースは、現在、BarTenderの全エディションで使用されているため、デ
フォルト でインスト ールされています。システムデータベースを集中管理する場合は、BarTender
のインスト ールを完了した後、管理コンソールのシステムデータベースページからシステムデータ
ベースウィザード を実行することができます。
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追加のリソース
l

BarTenderソフト ウェアウェブサイト
https://www.bartendersoftware.com

l

BarTenderサポート センター
https://support.seagullscientific.com

l

BarTenderオンラインヘルプシステム
http://help.seagullscientific.com

l

BarTenderホワイト ペーパー
https://www.bartendersoftware.com/resources/white-papers/

l

BarTender入門マニュアル
https://support.seagullscientific.com/hc/categories/200267887
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