製 品 概 要

Kofax
OmniPage
Server
信頼性の高い、大量処理に耐え
る、サーバーベースのドキュメン
ト変換に最適なソリューション
堅牢で汎用性の高い、
コスト効率の優れた
OCR ソリューション
Kofax OmniPage® Server は、大量のドキュメントの変換をサー
バーベースで実行できる、堅牢で汎用性の高い OCR ソリューシ
ョンです。OmniPage Server はシステムインテグレータやソフト
ウェア開発者にとってコスト効率の優れたソリューションです。
これは、カスタムアプリケーションにドキュメント変換機能を簡
単に追加でき、多くの人手がかかるプログラミング作業を必要と
しないサーバー対応 OCR ソリューションを提供します。使いや
すい API を使用して OCR 機能をクライアントアプリケーション
に統合でき、デスクトップコンピューターやモバイルデバイスに
搭載されているほとんどのオペレーティングシステムをサポート
しています。
OmniPage Server により、組織や IT スタッフは従業員または選
択したワークグループに対し共通の OCR 機能を導入すること
も可能です。
これにより、オフィスで働く人はウェブブラウザまた
は共有ネットワークフォルダーを使用して、何度も繰り返される
中程度または大量のドキュメント変換タスクを実行できます。
OmniPage Server の設定が完了したら、
ドキュメントの変換作
業を行うために別のクライアントアプリケーションをインストー
ルしたり起動したりする必要はありません。
ウェブベースのアプ
リケーションを使用するだけでドキュメントのアップロード、変
換設定の調整、変換したファイルのダウンロードが同じウェブペ
ージから実行できます。OmniPage Server ではフォルダー監視
機能を使用することもできます。ユーザーはスキャンしたドキュ
メントをネットワークフォルダーに保存でき、変換された、編集
可能な、検索可能なファイルは自動的に出力サブフォルダーに
格納され、
アーカイブしたり、
ドキュメントワークフローにおける
他の目的で使用したりすることができます。
OmniPage Server は、TIFF、JPEG、PDF といった一般的に使用さ
れている形式から、
ワードプロセッシングやスプレッドシートに
加え DOCX、XLSX、PPTX、RTF、TXT、テキスト PDF、検索可能な
PDF、PDF/A といったその他の多くのドキュメントタイプに正確
に自動変換し、127 の言語を認識することができます。市場有数
の OmniPage OCR エンジンを使用して、そのスケーラビリティ
と並列処理により数千のドキュメントの高速バッチ変換が可能
となります。
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OMNIPAGE SERVER の特徴
OmniPage Server は次を含む製品スイートに属します: サーバーアプ
リケーション、サーバー API、
フォルダー監視機能、変換クライアント。す
べてのユーザーインターフェース コンポーネントはウェブベースです。

••
••
••

Om niPa ge Server アプリケーションのセットアップと実 行 :
Server Master、Admin Console、Processing Workers、Folder
Watcher、Conversion Client
Server Master は、
クライアントアプリケーションやフォルダー監視
機能からのジョブキューを管理
Processing Workers は、いったんセットアップされると、イントラネ
ット上のどのコンピューターでも実行できます。キューからジョブ
を引き出し、
コンピューティングスケーラビリティを備えた
ドキュメント変換機能を提供します。

主な機能
開発者向け機能
•• 開発者向けのシンプルな API で OCR をアプリケーションに追加

••
••
••
••

一般的な変換ワークフローとテンプレートベースのフォーム処理
をサポート
ほとんどのプラットフォームから HTTP(S) 対応接続
処理したファイルをダウンロードできる URL リンク
コンパイルされたサンプルプログラムがソースコード形式で提供
されるため開発者は自身のアプリケーションに直接使用可能

システム要件
対応オペレーティングシステム
•• Windows Server 2012、2012 R2、または 2016。
Server Core (UI なし) インストールはサポートさ
れていません。Processing Workers は Windows
8.1 (x64)、Windows 10 (x64) にもインストールで
きます。
最低ハードウェア要件
•• 20 GB の空きハードディスク

••
••

8 GB RAM

クアッドコア CPU

ストレージ
•• 最小サイズ要件は 100 GB
インストールに必要なもの
•• Microsoft .NET Framework 4.5 以降
•• Microsoft Internet Information Services バージ
ョン 7.5 以降
•• Advanced Install モードを使用する場合は
Microsoft SQL Server/SQL Server Express 2012
以降が必要

管理者向け機能
Installer Assistant を使用して OmniPage Server コンポーネントを 1
つのサーバーに簡単にインストールおよび構成する、
または複数のサ
ーバーに配布して、高可用性、大量処理が求められる環境に対応する
ことができます。Amazon Web Services または Microsoft Azure を使
用したクラウドホスティング オプションも用意されています。
Admin Console 機能
•• ジョブ統計の表示

••
••
••
••
••

すべての Processing Workers からの累積ページ数

••
••

ルート監視フォルダーをセットアップする

ユーザーアカウント管理
サーバーパフォーマンスモニタリング
エラーの報告と処理
Folder Watcher System Configuration Editor により管理者は Folder
Watcher を作成および構成可能
サブフォルダーごとに柔軟なワークフローをセットアップする

ユーザー機能
•• 監視フォルダー: 監視されている入力サブフォルダーに入力ドキュ
メントを手動でドロップ。変換されたファイルを出力サブフォルダー
から取得。

••

Conversion Client: 画像をサーバーにアップロード。変換設定と出
力形式を選択。処理したファイルのダウンロードリンクを受信。

Kofax OmniPage Server 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。

Work Like Tomorw.

kofax.jp
© 2019 Kofax.Kofax および Kofax のロゴは、Kofax の商標であり、米国およびその他の国で登録されています。
その他のすべての商標は当該所有者の所有するものです。

