
製  品  概  要

Kofax
Power PDF
Standard 
完全な PDF ソリューション 

ドキュメントジャーニーをエンドツーエンドで
管理する
•	中小企業、ホームオフィスのユーザー、学生の皆様にKofax 

Power PDF™ Standard は選ばれています。 機能満載で、
使いやすく、PDF のすべて のニーズに対応できる性能が備
わっています。

Power	PDF	Standard	の特長

Office	ドキュメントと同じくらい簡単かつ直感的に	PDF	を
操作できます
Power PDF Standard は、使いやすく効率的な Microsoft 
Office レイ アウトを参考にした、多くの人にとってなじみのあ
るユーザーイン ターフェイスを備えています。 ナビゲーション
がシンプルで生産性の向上につながり、ショートカットをカス
タマイズできるク イック アクセス ツールバーなどの便利な
機能があります。

業界最高水準の	PDF	変換機能で生産性を向上
Power PDF Standard には、業界最高水準の変換機能が含
まれてい ます。 精度の高さを示す特徴として、低品質の画像
の最大限のテキス ト認識能力だけでなく、さらに重要な特徴
として、ヘッダー、番号付 け、列、表、スプレッドシートなどの
複雑なフォーマットを正確に再現 するという点があります。

コラボレーションを加速させる豊富な機能
ハイライトと下線を含む完全なマークアップ、メモとテキスト
ボック ス、標準、法務、およびカスタマイズ可能な動的スタン
プを使用して、 他のメンバーとコラボレーションできます。

ソースファイルからドキュメントを動的に組み立てる
Word や Excel のドキュメントのプレビューから作業できま
す。 選択 したページまたはファイル全体をドラッグ アンド ド
ロップして、新し いドキュメントを作成できます。 改良された
シーケンサーを使用して 複数のドキュメントをバッチ処理し、
空白のページを削除して入力可 能なフォームに変換します。
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Kofax Power PDF Standard の詳細については、 
kofax.com/products/power-pdf/standard  
をご覧ください。

Work Like Tomorw.

Power	PDF	Standard	のメリット
1	回の簡単なステップで	PDF	を	MS	Office	に変換
コンテンツと情報を PDF ドキュメントから、MS 
Word、Excel、PowerPoint など の使い慣れた作業環境へ移
行できます。 Power PDF は業界屈指の精度を 備えており、テ
キストとフォーマットの両方のコンテンツの校正時間を節約
します。

すべての印刷可能なファイルを作成して結合
任意のソースからPDF 2.0 およびPDF/A-4 などの最新の業界
標準PDF 形式ファイルを、簡単かつ迅速に生成します。

最高の検索機能
競合他社のステミング検索やパターン検索よりも多くのヒット
を返すあいまい 検索のパワーを体験してください。 インテリ
ジェントな Looks Like Search™ を 実行して、電話番号、電子
メールアドレス、社会保障番号などのコンテンツを、 正確なテ
キストではなく英数字のパターンですばやく検索します。

すべてを含む	PDF	セキュリティ
最大 256 ビットの AES 暗号化による最新の PDF オプション
で機密文書を保 護し、権限を制御します。

Power	PDF	内からクラウド	ストレージのドキュメントを開
いて保存
Box、Google Drive、OneDrive、DropBox との組み込みの統
合により、クラウド上のドキュメントでも直接操作できます。 す
べてのファイル オプションを使用して、 組み合わせ、印刷し、
安全なクラウド ストレージに保存できます。

最新の機能	システム要件
•	新しい Kofax OCR v22 によって、変換精度とユーザーの生

産性が 向上します

•	あいまい検索によって、より関連性の高い情報をより柔軟
に検索で きます

•	プリンター ドライバーのパフォーマンスの向上により、カス
タム コント ロールとマクロを使用して、より高速にリッチな 
PDF を作成できます

•	シーケンサーの改善により、空白のページや検索結果に基
づくペー ジを削除または抽出します

•	 JAWS のような支援技術との更新された互換性を利用します

•	グリッドへのスナップ機能とヘルパーラインを使用して、移
動中にオ ブジェクトを配置します

•	Windows 11 のスナップ レイアウトを使用して、ウィンドウのサ
イズを すばやく変更し、事前に定義された場所に配置します

•	 Google Chrome と Microsoft Edge 用のブラウザ拡張機能

•	 PDF 2.0 ドキュメントの機能豊富なアーカイブのための 
PDF/ A-4 形式のサポート

•	 iOS および Android でのモバイル アプリを使用した PDF 
の表示、マークアップ、署名
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主なメリット
•	使い慣れた MS Office スタイルのユーザー インターフェ イスで

直感的に作業

•	最新の PDF 2.0 および PDF/A-4 標準に準拠した PDF ドキュメ
ントを作成

•	業界最高水準のテキストおよびフォーマットの認識ですべての 
PDF ファイルを Microsoft Office に変換

•	紙の文書をスキャンし、ワン ステップで検索可能な PDF として
レンダリング

•	ページ プレビュー選択を介して MS Office および画像ファイル
からドキュメントを組み立てる

•	静的な PDF フォームをワン クリックで入力可能なフォー ムに
変換

•	最新の PDF セキュリティ (最高は 256 ビット AES の高セ キュリ
ティ暗号化) を採用

•	 iOS および Android のモバイル デバイスでの PDF の表 示、マ
ークアップ、署名

システム要件
•	 1.5 GHz 以上のプロセッサ

•	サポートされているオペレーティング システム:

•	Windows 11

•	Windows 10、32 ビット版と 64 ビット版

•	Windows 8.1、32 ビット版と 64 ビット版

•	 1 GB 以上のメモリ (RAM)

•	アプリケーション ファイル用に 1 GB のハード ディスク空 
き容量

•	製品の登録、アクティベーション、製品ヘルプ、およびプロ 
グラムのライブ更新の取得に必要な Web アクセス

•	 Microsoft .NET Framework 4.8。 検出されない場合は、 
製品と共にインストールされます

https://www.kofax.com/products/power-pdf/standard
https://www.kofax.jp/

