製 品 概 要

Kofax OmniPage
Capture SDK for
Windows
最も行き届いた
OCR・イメージング SDK
堅牢なイメージング、OCR 認識、PDF 機能をお客
様の重要なアプリケーションに追加
全 Kofax イメージング製品を支える中核テクノロジーとし
て開発された OmniPage Capture SDK は今日の市場にお
ける主要なイメージング・OCR ツールキットとして広く認識
されています。
OmniPage Capture SDK 20 は堅牢なイメージング、OCR 認
識、PDF 機能をお客様の重要なアプリケーションに追加す
るために必要なすべてを提供します。製品パフォーマンス
に貢献する数多くのオプションと最高クラスの PDF 管理機
能と共に速度と精度に優れた OmniPage Capture SDK は
強力なフォーム認識テクノロジーおよびドキュメント分類テ
クノロジーを採用し、信頼性の高い OCR・ドキュメント処理
アプリケーションを、最小限のプログラミング作業で作成で
きる独自のツールを提供します。
自身のアプリケーションに高精度の OCR 機能と高品質の
ドキュメントイメージングを求める商業ベンダー向けの
OmniPage Capture SDK はスケーラブルな認識機能と卓
越した PDF サポートを備えながらもシンプルな API を採用
しているため、高い価値を誇る競争優位な製品を作成する
ことができます。

主な利点
今一番精度が高い OCR
OmniPage SDK はスケーラブルな投票インターフェースと
優れたスループット管理機能を備えています。機械印刷に
よる文書認識 OCR (OCR、OCR-A、OCR-B、MICR)、手書き文
字認識 (ICR)、マーク認識 (OMR)、バーコード認識 (1D およ
び 2D) といった高精度の認識エンジンを組み合わせ、他に
類を見ない柔軟性と精度を実現しています。
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使いやすい API
OmniPage SDK は、アプリケーションを生産的に構築でき、認
識・変換プロセスの特性をコントロールできる使いやすくも汎
用性の高い API を採用しています。C/C++、.NET、C#、VB.NET で
のプログラミングをサポートし、32 ビット版および 64 ビット版
に対応しています。
新しい Document Classifier
ドキュメントにはさまざまな種類やレイアウトがあり、多様なコ
ンテンツに基づいてこれらを識別・分類するのは一般的な作業
です。新しい Document Classifier モジュールでは、さまざまな
ドキュメントを分離し、
レイアウトやテキスト面での類似性に基
づいて分類することができます。
この学習機能付きのスマートな
ツールは、メール転送、メールルームの自動化、スパムフィルタ
リング、
フォーム処理やデータ抽出といったさまざまなビジネス
プロセスで使用できます。
強力なフォーム処理機能
OmniPage Capture SDK は完璧なフォーム処理アプリケーショ
ンの作成に必要なさまざまなツールや機能を提供します。ユー
ザーが処理したいあらゆるドキュメントタイプに対しフォームテ
ンプレートを簡単に定義することができ、使いやすい API でフォ
ームマッチングやデータ抽出を実行できます。
PDF の超圧縮
PDF の超圧縮により貴重なストレージ容量を節約し、使用帯域
幅を削減できます。MRC (混合ラスターコンテンツ) PDF 圧縮に
よりファイルサイズを元のサイズの 2% に減らすことができま
す。
この技術は、PDF 画像をいくつものレイヤーに分類し、各レ
イヤーに対し最適化された圧縮アルゴリズムを適用することに
よって驚異的な圧縮比を実現します。
信頼性に優れた高可用性のアプリケーション
OmniPage SDK には新しい革新的な機能が含まれており、開発
者は、
自動的にスケールアップしたり、マルチコアコンピューター
のすべてまたは一部の CPU パワーを利用したりできる、信頼性
の高い、長時間実行できるドキュメント処理アプリケーションを
作成できます。
これらはすべてわずかなプログラミング作業で実
現できます。
広範な出力形式をサポート
OmniPage Capture SDK は、BMP、GIF、TIF、PDF、HTML、
Microsoft Office 形式 (.DOCX、.XLSX、.PPTX)、TXT、XML、ePub
およびその他多数の形式に変換して出力でき、さまざまな画像
形式・アプリケーション形式をサポートしています。
包括的な言語サポート
Kofax の高度な OCR テクノロジーは、
ラテン文字、ギリシャ文
字、キリル文字を使う言語に加え、
アラビア語、ヘブライ語、中国
語 (繁体字および簡体字)、ベトナム語、
日本語、韓国語、
タイ語と
いった世界中の 125 以上の言語をサポートします。多言語コン
テンツを持つドキュメントには言語検出機能を利用できます。

システム要件
開発環境

•• Windows 7、8、8.1、10 x86-x64
•• Windows Server 2008 R2、2012 R2、2016
•• Intel Pentium 4 1.6GHz 以降のプロセッサー
(Intel Core 以上の CPU 推奨)

•• 4 GB RAM (6 GB 推奨)
•• 4 GB の空きハードディスク
•• Microsoft Visual Studio 2010 SP1、2012、
2013.4、2015.2

ランタイム環境
•• Windows 7、8、8.1、10 x86-x64

•• Windows Server 2008 R2、2012 R2、2016
•• Intel Pentium 4 1.6GHz 以降のプロセッサー
(Intel Core 以上の CPU 推奨)

•• 2 GB RAM (4 GB 推奨)
•• 300 MB の空きハードディスク (必ずしもすべて
の認識モジュールを配布しない場合は 300 MB
未満)
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PDF ツールキットの統合
PDF 変換において最高 100% の精度を実現する独自の PDF
オーバーレイマッチングなどのさまざまな PDF 機能により、
開発コストを大幅に削減し、市場投入までの時間を短縮できま
す。OmniPage Capture SDK は、PDF/A-1、-2、-3 レベルへの出
力をサポートしているため、
ドキュメントの長期保存に最適で、
また、
ファイルサイズと品質に最適化された PDF-MRC (mixed
raster content、混合ラスターコンテンツ) を生成できます。
簡単で柔軟なライセンス供与
OmniPage SDK のライセンス供与オプションはユーザーのニー
ズを考慮して作成されました。
ドングルの使用は必要ありませ
ん。
ライセンスはいくつかの種類が用意されています:

•• OmniPage Capture SDK をインストールし、これを使用してカ

スタムソリューションを開発するための、開発者ライセンス。
これには、構築したアプリケーションをターゲット環境で試行
するための、いくつものテストランタイムライセンスも含まれ
ています。

•• 開発したアプリケーションを、必要な OmniPage SDK コン

ポーネントと併せて配布・インストールするための、ランタ
イムライセンス。ページ数ベースオプションまたは永続使用
オプションが選べます。

製品構成
OmniPage Capture SDK は 1 つのベースキットで提
供され、オプションのアドオンが用意されています:
西洋言語 OCR ベースキット

•• 西洋言語 OCR エンジン用 C/C++ ライブラリ
•• 個別の OCR エンジンへのアクセスによるアプリケ
ーションの最適化 – OCR-A、OCR-B、E-13B (MICR)

•• PDF テクノロジー: PDF 2.0 および PDF/A サポー

ト、標準 PDF、PDF 画像のみ、PDF (テキスト上の
画像) 形式にエクスポート、高圧縮率の PDF-MRC

アドオンオプション

•• Asian Plus アドオン - 中国語 (繁体字および簡体

字)、ベトナム語、
日本語、韓国語、ヘブライ語、
アラ
ビア語、
タイ語用 OCR エンジン

•• Recognition アドオン: バーコード、ICR、OMR、
Form Template Editor、Document Classifier
Assistant

•• 高度なドキュメントイメージング技術のアドオン用ライセン

スが開発者ライセンスとランタイムライセンス向けに用意さ
れており、ビジネスニーズに応じてアプリケーション機能を拡
張できます。

Kofax OmniPage Capture SDK for Windows に関する詳
細については、お電話 (+81 3 6853 0001) にてお問い合わ
せ頂くか、www.kofax.com/omnipage-jp にアクセスして
ください。
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