
■imagio シリーズの専用ソフトとして高圧縮   
　PDF/QRコード認識を実現
スキャンしたカラー紙文書のみでなく、JPEG 方
式で圧縮された画像領域、文字領域を含むフルカ
ラードキュメントから、JPEG 圧縮に比べても、
更に最大 1/10 程度に圧縮された高圧縮カラー
PDFを高速に自動生成生成します。しかも、複数
の入力デバイスからネットワーク経由で利用でき
ます。また QR コードの認識機能により、ファイ
ル名の自動設定、任意フォルダーへの自動振分け
などが可能です。
＊10個までの監視フォルダが設定できます。

■高機能OCRによるテキスト埋込み機能
HG / P s c a n P r o  f o r  i m a g i o 4 . 0  は、
HG/PscanServPlus4.0 と同じ高精度 OCR エン
ジンを搭載し、日英混在時の精度向上、精度 / 速
度優先の切替など強化されています。また透明テ
キストを、元原稿と同じ文字位置に貼りつけたり、
レイヤーとすることもできます。このテキストデー
タは各種の全文検索システムで検索することもで
きます。ページ内の特定エリアを指定して OCR
処理することもできます。伝票番号や図面の図枠
内のみ認識する等の設定が可能です。OCR 抽出
されたテキストデータは、PDF に貼付けるほか、
テキスト /RTF/XLS ファイルとして出力すること
もできます。

■QRコードでファイル名を自動設定、自動復元
QR コードツールにて、QR コードを画像として
貼付けた電子文書は、紙にプリントした後でも、
スキャンだけでファイル名を正確に復元した PDF
に変換できます。QRコードが読めれば、OCR の
ような誤認識がありません。また、QRによるファ
イル名と変換日時で、簡易な版管理も行えます。

■QRコードで任意フォルダに自動振分けが可能
ラベルなどで QR コードが貼付けられた紙文書、
QR コード付き定型文書、あるいはファイル名が
QR コード化されたプリントアウトなどは、QR
コード認識機能とファイル自動振分け機能で、
ファイル名を設定、任意の保存フォルダに自動格
納できます。これにより、複合機のペーパレス
FAX と連携して、遠隔地からの受発注や報告書
の自動登録システム等が容易に実現できます。

■ファイル名と変換日付で、文書管理が可能
QR コードから復元されたファイル名とPscanに
よる変換日付の組合せで、改訂のある文書も簡単
な版管理が可能になります。

■暗号化セキュリティ機能
特別なセキュリティサーバシステムを導入する事
なく、ルールごとにあらかじめ設定しておくだけ
で、PDF 生成時に自動処理でパスワードを割り当
てることができます。これにより特定の人以外は
ファイルを開けないようにしたり、テキスト選択、
ファイル編集、印刷などを制限することができま
す。また 40bit、128bit のセキュリティレベルに
対応しており、Acrobat4/5/6/7 に対して互換
性を確保しています。

「HG/PscanPro for imagio4.0」はリコー製デジタル
フルカラー複合機 imagio 等でスキャンされたデータや
既存の画像ファイルから、自動的に透明テキスト付
PDF/ 高圧縮カラー PDF を生成する imagio 専用ソフ
トウェアです。またQRコードの認識機能により、ファイ
ル名の自動設定、任意フォルダーへの自動振分けなどが
可能です。

*高圧縮カラーPDFとは･･････？
写真などの自然画像部分と文字領域部分を分離（像域分離）し、それぞ
れに最適な方法で圧縮し合成することで、高圧縮で高品質な PDF を生
成する画像処理技術です。ハイパーギアでは、2000 年にこれを PDF 
で実現する HC-PDF 技術を開発し、これを高圧縮フルカラー PDF
（HC-PDF）と呼んでいます。
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監視ディレクトリ 保存ディレクトリ

・高圧縮カラー
・テキスト付
・暗号化

その他全文検索システムなど

imagio シリーズ

*OCRテキストを赤色で表示しています。
通常は透明テキストを使用するので、
実際には画像のみを表示します。

ファイル名をQRコードから再現

QRコード
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QRコード生成ツールなど ソフトウェア仕様

■QR生成ツールを標準装備
対象文書に最適な QRコードを一括生成できる「HG/QR 生成ツール」を
標準装備。紙文書や MS-Office 文書、CAD データなど対象文書にあわ
せて、QRコードを一括で生成できます(同一CPU用に１ライセンス付属)

　　　　　　　　図　3種のQR生成方式を用意しています。
■QRテンプレートで運用が容易
たとえば領収書貼り付け台紙、交通費精算、休暇申請などの業務で使用
する帳票類をQRコード付でテンプレート化しておけば、業務の自動化が、
より簡単に導入できます。

その他
・用紙サイズの混在に対応用紙サイズの混在に対応
・処理中の実行ログや処理結果のログファイルを詳細に表示する事が可能。
・ファイル名自動設定機能

動作環境
<HG/PscanPro for imagio 4.0> 
・ハードウエア：IBM　DOS/V互換機
・CPU：Pentium4　2GHz以上推奨
* OCRとして従来より高精度なエンジンを利用しているため、より高速なCPUのご
利用をお奨めします。
・RAM：512MB以上推奨
・USBポート：1ポート占有します
・O/S：Windows 2000/XP/Server2003

価格
HG/PscanPro for imagio 4.0 
　　260,400円（税抜248,000円）
ご発注番号：HG2130-WT　WindowsXP/2000/Server2003用
 *上記価格には初年度のサポート費用も含まれます。

・Adobe,Adobe ロゴ ,Acrobat ロゴ ,Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,PageMaker,および PostScript は，
Adobe System Incorporated（アドビシステム社）の商標です。
・ Windows, Windows XP, Windows 2000, Windows NT4.0 は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およ
びその他の国における商標です。
・ Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
・imagioは株式会社リコーの製品名称であり、商標です。
・ その他の記載の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、登録商標です。

ソフトウェア仕様
・対応用紙サイズ　　A0まで（カラーはA3まで）用紙サイズ混在可能
変換元対象イメージフォーマット
・TIFFモノクロ：非圧縮、G4/G3圧縮（シングル/マルチページ） 
　　　カラー ：非圧縮、PackBit 圧縮、JPEG圧縮（24ビット）、 TIFF-FX　　　　
　　　　　　(Lab）　（シングル/マルチページ） 
　　　グレースケール：非圧縮、JPEG圧縮（8ビット）
　　　注) LZW圧縮には対応しておりません
・JPEGベースライン（24ビットカラー、8ビットグレー）
・XDW、XBD（DocuWorksフォーマット）
注)別途富士ゼロックス製ソフト「DocuWorks」(Ver4.1以上）が必要です
・PDF：G4圧縮/JPEG
変換先PDFフォーマット
・PDF1.2/1.3/1.4/1.5/1.6（選択可能） 
・MMR(G4)/DCT(JPEG)/JPX(JP2)
OCRの設定
・日本語、英語モード、自動認識モード選択
・速度優先/精度優先/白抜き文字認識　設定機能
・認識エリア指定機能
・認識結果をテキスト/RTF/XLSファイルとして出力が可能
・A3/600dpiまでOCR処理が可能です。
QRコード機能
QRコードモデル2の生成/認識が可能　誤り訂正レベル L/M/Q/H指定可能
・クイック生成：任意の文字列をQRコードのBMPファイルに変換
・バッチ変換：任意のCSVファイル読込み、まとめてQRコードに変換し、 BMPファ  
　　　　　  イルにする
・QR コード貼付：任意のフォルダー下のファイルから、ファイル名、属性などをと  
　　　　　　　　りだし、QR コード化し、 PDF/DOC/XLS/XDW ファイ ルに注
　　　　　　　　釈などとして貼り付ける

*アプリケーションファイルから PDF変換可能な「Office変換オプション」をご用意してい
ます（¥95,000）
*HG/PscanServPlus へのアップグレードも可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。

*QR コード、高圧縮カラー PDF 機能等のないスタンダード版 HG/Pscan for 
ApeosWare FlowService1.1 （定価：81,900 円）もございます。また、これは
搭載している OCR エンジンが違います。ご発注番号：HG2020-WT 詳細は裏
面比較表をご参照下さい。

機能比較表
HG/PscanPro
for imagio 4.0

2色カラー

サムネイル文書管理

監視フォルダ 10個まで 無制限

260,400 円 オープン
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