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Readiris 17 

Readirisドキュメンテーションへようこそ。本書の目的は、Readirisを簡単に使用できるようになっていただくことにあ

ります。ここでは、Readirisのインストールと設定、基本的な処理手順、アプリケーションのコマンド、作業エリアにつ

いて説明しています。本書の最後には、具体的な疑問を解決する「操作手順」セクションがあります。 

本書は、Mac OS X High Sierra オペレーティング システムに基づいて説明されています。本書の情報は、予告なく変更

される場合があります。 

  

はじめに 

Readirisは、I.R.I.S.の代表的な文書認識ソフトウェアです。Readirisでスキャンされた紙文書や、画像ファイル、PDF

ファイル、デジタルカメラの画像などを、保存、共有、およびオンラインストレージシステムに送信できる、編集可能な

テキスト文書やテキスト検索可能なPDF文書に変換することができます。Readirisは様々な出力フォーマットに幅広く対

応しています。特に重要な出力フォーマットとして、PDF、DOCX、XLSXが挙げられます。 

Readirisが生成する文書は、コンピュータに保存したり、電子メールで直接送信したり、Evernote、Dropbox、Google 

Drive、Box、Microsoft OneDriveなどのオンラインストレージシステムにエクスポートすることができます。Readiris 

Corporateでは、文書をMicrosoft SharePointに送信することもできます。 

Readirisは130か国語の文書を認識します。中欧、バルト海諸国、キリル文字の言語、およびギリシャ語やトルコ語を含

むアメリカとヨーロッパの言語すべてに対応しています。Readirisはヘブライ語のほか、アジア4か国の言語(日本語、簡

体字中国語、繁体字中国語、および韓国語) も認識します。 

Readirisには、テキスト認識機能だけでなく、I.R.I.S.圧縮テクノロジーであるiHQCを利用した、PDFファイルの強力な

圧縮機能も搭載されています。 
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Readiris 17の新機能 

  

PDF出力フォーマットにエクスポートできる注釈の追加 

注釈は、メモ、サウンド、またはテキストなどのオブジェクトと文書のページ上の場所を関連付けます。 

Readiris 17には、PDFフォーマットにエクスポートする前に、文書に注釈を追加できる注釈オプションがあります。こ

の機能は、レビュープロセスで役立ちます。 

PDF以外の出力フォーマットは注釈をサポートしません。これらの注釈は、Adobe Readerとの完全な互換性があります

が、ほかのPDFビューアを使用した場合、最良の結果を得られるとは限りません。 

  

PDF署名 

PDFとして文書をエクスポートする前に、[エクスポート オプション] > [PDF] でデジタル署名を含めることができます

。  
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法律上の通知 

RI_17_sjo_15012018_09 

著作権 

© Copyright 1987-2018 I.R.I.S SA.All Rights Reserved. 

  

本書は、あらゆる形態において、EU著作権法および国際条約により保護されています。I.R.I.S.SAは本書のすべての著作

権を独占的に保持します。 

I.R.I.S. SAの書面による承諾を得ずに、いかなる形態においても、本書の内容の一部またはそのすべてを複写、使用、ま

たは公開することはできません。 

[不正な行為は、刑事法および民事法による処罰の対象となります]。 

本書では、例として架空の名前が使用されています。実在の人物、会社、または組織の言及は全くの偶然です。 

商標 

ReadirisロゴおよびReadirisは、Image Recognition Integrated Systems S.A.の商標です。 

I.R.I.S. によるOCRとバーコード技術 

I.R.I.S. によるAutoFormatと言語技術 

I.R.I.S. によるBCRおよびフィールド解析技術 

I.R.I.S. による iHQC圧縮技術。 

本書で言及しているその他の製品は、すべて各所有者の商標または登録商標です。 

特許に関する記述 

Readirisは、次の取得済み特許により保護されています。US8068684、EP2143039、JP5501958B2、US8331706、

US8666185、US8995780、BE1022635、US8913836、BE1021013、US9058517、US9311558、BE1022630

、US8897600、US9183636、BE1022636、US8811751、BE1022166、BE1022562、US9798943、BE1024194

、US9836646。I.R.I.S. SA. により出願済み。 

  

第三者ソフトウェアの承諾 

本I.R.I.S.ソフトウェアの一部では、著作権で保護されている以下の項目が使用されており、本文書によりその使用が許

諾されています。 

  

Evernote 

Evernote SDK Copyright © 2007-2012 by Evernote Corporation.All rights reserved. 

本ソフトウェアならびに関連文書 (以下「ソフトウェア」) のコピーを入手する者ならびにソフトウェアを提供された者に

対し、以下の条件の下、本ソフトウェアのコピーの使用、コピー、変更、統合、公表、配布、サブライセンス許諾、販売

に関する権利を含むがこれに限らず、制限なくソフトウェアを扱う許可を無償で付与します。 

本ソフトウェアのすべてのコピーまたは大部分において、上記の著作権通知ならびに本許可通知を含める必要があります

。 
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Apache 

本製品の一部にはApache Software Foundationにより開発されたソフトウェアを含みます。 

• Google APIs Client Library for Objective-C, Copyright 2011 Google Inc. (Apache License、Version 2.0

の下にライセンス許諾)  

• Live SDK for iOS, Copyright 2014 Microsoft Corporation (Apache License、Version 2.0の下にライセンス

許諾) 

• JSONKit, Copyright 2011 John Engelhart (Apache License、Version 2.0の下にライセンス許諾) 

Apache License, Version 2.0 (以下「ライセンス」) の下にライセンス許諾を受けています。本ライセンスを順守しない

場合は本ファイルを使用できません。ライセンスのコピーは次の場所で入手できます。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

  

JPEG 

本ソフトウェアの一部は、Independent JPEG Groupの制作物に基づきます。 

以下の条件を満たす限りにおいて、変更の有無に関わらず、ソースおよびバイナリの形態で再配布および使用することが

できます。 

• ソースコードを再配布する際には、上記の著作権通知、本条件一覧、および以下の免責事項を保守する必要があ

ります。 

• バイナリ形態で再配布する際には、再配布に添付されるドキュメンテーションやその他の資料に、上記著作権通

知、本条件一覧、および以下の免責事項を掲載する必要があります。 

• 事前に書面による具体的な許可を得ることなく、本ソフトウェアから派生する商品を承認または促進するために

、Brandon Walkinの名前またはその貢献者の名前を使用してはなりません。 

本ソフトウェアは制作者によって「現状のまま」で提供され、商品性および特定用途に対する適合性の黙示保証を含むが

それに限られない、明示的または暗示的な保証は一切ありません。原因に関係なく、また契約、厳格責任、または不法行

為 (過失または別の方法を含む) におけるいかなる責任の法理においても、本ソフトウェアの使用によって生じるいかなる

直接的、間接的、偶発的、特別的、懲罰的、または結果的損害 (代替商品またはサービスの調達、使用、データ、または

利益の損失、または事業の中断を含むがそれに限定されない) に対し、かかる損害の可能性が勧告されている場合でも、

制作者は一切の責任を負いません。 

  

TIFF library 

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 

以下の2条件が順守される場合に限り、無償で、本項で許可されるあらゆる目的に関する本ソフトウェアならびにその文

献の使用、複製、変更、配布、販売が許可されます。(i) 本ソフトウェアならびに関連文書に上記著作権通知と許諾通知が

記載されていること。(ii) Sam LefflerおよびSilicon Graphicsから書面による具体的な事前の許可を得ることなく、本ソ

フトウェアに関連するいかなる宣伝や広告活動に、Sam LefflerおよびSilicon Graphicsの名前を使用しないこと。 

本ソフトウェアは「現状のまま」で提供され、商品性または特定用途に対する適合性の保証を含むがそれに限定されない

、明示的、暗示的、または別の方法による一切の保証はありません。 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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本ソフトウェアの使用またはパフォーマンスによって生じる、または関連して生じる、いかなる特別的、偶発的、間接的

、または結果的損害、または損害の可能性を勧告されたかにかかわらず、またいかなる責任の法理においても、使用、デ

ータ、または利益の損失により生じるいかなる損害に対し、SAM LEFFLERとSILICON GRAPHICSは一切の責任を負い

ません。 

  

PoDoFo 

本製品には、OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) で使用する、OpenSSL Projectによって開発されたソフトウ

ェアが含まれます。 

PoDoFo v 0.9.5 (https://sourceforge.net/projects/podofo) 

GNU LibraryまたはLesser General Public License version 2.0 (https://www.gnu.org/licenses/licenses.html) の下

に公開されています。 

PoDoFoライブラリはユーザーの役に立つことを願って配布されていますが、商品性または特定用途への適合性の黙示保

証を含むいかなる保証もありません。詳細は、GNU General Public Licenseをご覧ください。 

ソースコードの入手方法 

本製品に含まれるソフトウェアには、Lesser Gnu Public Licenseの下にライセンスを付与された著作権保護のソフトウ

ェアが含まれます。本ライセンスでは、本ソフトウェアのソースコードを弊社が提供することが要求されています。ユー

ザーは、無期限かつ無償で、著作権で保護された当該ソフトウェアの対応する完全なソースコードを弊社から入手するこ

とができます。ご希望の場合は、弊社技術サポート (www.irislink.com/support) までご連絡ください。 

  

Lame 

LAMEは、高品質のMPEG Audio Layer III (MP3) エンコーダです。 

このコードは、GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL), version 2の下に配布されています。 

免責事項 

本書の内容は、細心の注意を払って制作および編成されています。 

I.R.I.S. SAは、提供する内容の正確性、完全性、および適時性について一切の責任を負いません。 

  

http://www.openssl.org/
https://sourceforge.net/projects/podofo
https://www.gnu.org/licenses/licenses.html
http://www.irislink.com/support
http://lame.sourceforge.net/download.php
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
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セクション 1: インストールとアクティベーション 

システム要件 

Readirisをご利用いただくために必要な最低限のシステム構成は次のとおりです。 

• 64 ビットIntelプロセッサ搭載のMacコンピュータ 

• Mac OS X 10.11以降のオペレーティングシステム。それより前のバージョンのMac OSオペレーティングシステ

ムはサポートされません。 

• 400 MBのハードディスク空き容量。 
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インストールとアクティベーション 

インストール 

• www.irislink.com/softwaredownload からReadirisパッケージをダウンロードします。 

• Readirisインストールパッケージを実行し、画面上の指示に従います。 

• ライセンス契約の規約に同意します。 

• 次に [インストール] をクリックして、実際のインストール作業を開始します。 

Readirisをインストールする際に、管理者のユーザー名とパスワードを入力するように求められることがあ

ります。 

アクティベーション 

• Readirisをアクティベーションするよう指示されます。 

• アクティベーションコードは34文字で構成されています。コードの記載場所は、Readirisの購入方法によって次

のように異なります。 

o 製品の箱の中にある「License sheet for SN for IRIScan...」というライセンスシート 

o オンラインで購入した後に届く確認メール 

• アクティベーションキーを入力し、アクティベーションするをクリックします。 

アクティベーションにはインターネットへの接続が必要です。インターネットに接続できない場合は、以下

の「手動によるアクティベーション」を参照してください。 

この時点でReadirisをアクティベーションしない場合は、試用を開始することもできます。フォームに入力

し、[試用開始] をクリックします。次回Readirisを起動したときに、このソフトウェアをアクティベーショ

ンするようにもう一度求められます。 

 

http://www.irislink.com/softwaredownload
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手動によるアクティベーション 

インターネットに接続できない場合、またはアクティベーションプロセスでエラーが発生する場合、手動によるアクティ

ベーションを行えるエラーメッセージが表示されます。 

• これを行うには、エラーメッセージの「手動によるアクティベーション」をクリックします。 

 

• [テキストファイルとして保存] をクリックして、I.R.I.S.が手動によるアクティベーションを続けるために必要な

すべての情報を保存します。 

デフォルトのファイル名とデフォルトの保管場所を維持することをお勧めします。 

 

• インターネットに接続できる別のコンピュータで: ダイアログボックスに示されたウェブページを開きます: 

http://www.irislink.com/register/readiris16mac 

• 開いたウェブページで、「チケットを送信する」リンクをクリックします。 

 

  

http://www.irislink.com/register/readiris16mac
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• すべての必要な項目に入力し、ページ下の [ファイルを追加] をクリックします。 

• 保存したテキストファイルを選択します。 

デフォルトのファイル名はReadiris Activation.textです。デフォルトの保存場所はデスクトップです。 

 

• [送信] をクリックして、チケットを送信します。 

24時間以内に、電子メールでライセンスキーが送られてきます。 

• Readirisに戻り、[アクティベーション] ダイアログボックスの [ライセンスファイルをインポートする] をクリッ

クします。 

 

• インストールが終了したら、[閉じる] をクリックします。 
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ソフトウェアの登録 

技術サポートをご利用いただくには登録が必要です。また、無料アップデート、無料試用ダウンロード、ビデオチュート

リアル、新製品の割引購入などの特典もご利用いただけます。 

Readirisをご登録いただくには、次の操作を行います。 

• [Readiris] メニューの [登録] をクリックし、登録ページに進みます。 

 

• お客様の情報を入力し、[送信] をクリックします。 

登録を完了するにはインターネットへの接続が必要です。 
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アップデートの確認 

お使いのReadirisを登録すると、無料でソフトウェアをアップデートすることができます。 

アップデートの有無を確認するには、次の操作を行います。 

• [Readiris] メニューで [更新情報を検索] をクリックします。 

 

注意: Readirisは、30日ごとに、自動的にアップデートの有無を確認します。 
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Readirisのアンインストール 

コンピュータからReadirisを削除するには： 

• [ファインダ]をクリックし、[アプリケーション]フォルダを開きます。 

• [Readiris] を [ごみ箱]にドラッグします。 

これでReadirisがコンピュータから削除されます。 

注記：後日ソフトウェアを再インストールしたい場合に備えて、[Readiris] をごみ箱にドラッグしてもReadirisの [基本

設定] は削除されません。 

  

基本設定を削除するには： 

• ファインダの [Go] メニューでAltを押します。 

• [ライブラリ] > [ライブラリ] > [アプリケーションサポート] の順にクリックします。 

• [Readiris]フォルダを[ごみ箱]にドラッグします。 
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テクニカルサポート 

お使いのReadirisを登録すると、無料で技術サポートを受けることができます。弊社Webサイト

www.irislink.com/supportの [技術サポート] セクションで、F.A.Q. (よく尋ねられる質問)、ビデオチュートリアルなど

、一般的な問題解決のための情報を見ることができます。 

それでも問題解決の方法が見つからない場合には、[技術サポート連絡先] をクリックして、[Web連絡フォーム] を記入

してください。 

http://www.irislink.com/support
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セクション 2: はじめに 

インターフェースの理解 

Readirisのインターフェースは次のように構成されています (デフォルトモード)。 

 

インターフェースは次のコンポーネントとパネルで構成されています。 

1.Readirisメニューバー 

Readirisのメニューバーには、詳細設定を含む、Readirisで使用できるすべてのコマンドとオプションがグループ化され

ています。 

2.上部ツールバー 

上部ツールバーは、Readirisで最も重要なツールです。これには、文書のスキャンとエクスポートに必要となるすべての

基本コマンドが含まれています。 

文書をPDF、DOCX、およびXLSXとしてエクスポートするためのデフォルトのエクスポートボタンが3つあります。 
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[エクスポート] ボタンのデフォルトのオプションを変更するには、ボタンをクリックして、[オプション] メニューが表示

されるまで押したままにします。[オプション] メニューにカーソルを移動して開きます。 

 

デフォルトのエクスポートボタンがニーズを満たしていないため、別の出力フォーマットを選択する場合は、[エクスポー

ト オプション] をクリックします。次に、必要な出力フォーマットを [お好み] リストにドラッグし、そのオプションを設

定します。詳細は、「出力フォーマットの選択｣を参照してください。 

上部ツールバーは、コマンドを追加または削除することによってカスタマイズすることもできます。それを行うには、次

の操作を行います。 

• Ctrlキーを押したまま上部ツールバーをクリックし、[ツールバーをカスタマイズ] をクリックします。 

 

• ドラッグアンドドロップ操作で、コマンドをツールバーから、またはツールバーに移動します。 

3.スキャンされた画像 

Readirisでページをスキャンまたは開くと、画像は分析されて表示されます。異なる認識ゾーンは、デフォルトでは表示

されません。  

• 画像をクリックすると、マウスクリックの位置にあるゾーンが表示されます。 

• クリックアンドドラッグ操作で矩形の選択を作成すると、その選択矩形内にあるすべてのゾーンが表示されます

。 

• [すべてのゾーンを編集/選択] (Cmd+A) が選択されると、すべてのゾーンが表示されます。 

選択されたゾーンのコンテンツを、クリップボードまたはEvernoteにコピーできます。 

レイアウトモードのツールを使って、すべてのゾーンを表示して編集することができます。 

4.[ページ] パネル 

Readirisでスキャンまたは開かれるページのサムネイルは、[ページ] パネルに表示されます。ページは上から下に向かっ

て処理されます。ページの順番を変更するには、1つの場所から別の場所にページをドラッグします。 

ページサムネイルの概要を見るには、サムネイルビューに切り替えます。このビューには、ページサムネイルのみが表示

され、解析された画像は表示されません。サムネイルビューでは、サムネイルが、左上から右下の順に表示されます。 

サムネイルビューに切り替えるには、[ページ] パネルの下にある [サムネイルビュー] アイコンをクリックします。 
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5.[画像とレイアウトの編集] ツールバー 

[画像とレイアウトの編集] ツールバーでは、現在のページに注釈の追加、テキストコレクターの起動、ページのレイアウ

トの変更、斜めにスキャンされたページの傾き補正、回転、画質の調整などの変更を適用できます。各ボタンをポイント

すると、ツールヒントが表示されます。 

詳細は、「スキャンした文書の最適化」と「認識された文書の編集」も参照してください。 
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ユーザインターフェース言語の変更 

Readirisは、Macシステム基本設定で現在起動しているユーザーインターフェース言語で開かれます。 

Readirisのユーザインターフェース言語を変更するには： 

• [システム基本設定] アイコンをクリックします。 

 

• [言語と地域] アイコンをクリックします。 

 

• 選択した言語を、リストの一番上にドラッグします。 

Readirisのユーザインターフェースは、以下の言語でご利用いただけます。英語、フランス語、ドイツ語、イタリ

ア語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、デンマーク語、フィ

ンランド語、ノルウェー語、ポルトガル語、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語。 

• Readiris を閉じる、コンピュータを再起動すると、新しい言語設定が適用されます。 
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Readirisでスキャナを設定する 

Readirisは、Twain 1.9準拠スキャナ、画像キャプチャ準拠スキャナ、IRIScan 3以降のスキャナをすべてサポートし

ます。 

大部分の画像キャプチャ準拠スキャナはプラグアンドプレイです。ただし、Macにドライバをインストールしなければ、

Twainスキャナを使用することはできません。 

Twainスキャナ 

• お使いのMacにスキャナを接続し、電源を入れます。 

• お使いのスキャナのTwainドライバをインストールします。 

通常、ドライバは、お使いのスキャナに同梱されているCD-ROMか、スキャナメーカーのWebサイトにあり

ます。I.R.I.S.ではドライバを提供しません。スキャナドライブの一部は、Mac OS最新バージョンで稼動し

ない場合がありますのでご留意ください。サポ－トされているプラットフォームに関しては、スキャナに同

梱されていた文書をご参照ください。必要に応じて、スキャナのメーカーにお問合せください。 

IRIScan Expressスキャナ 

• お使いのMacにIRIScan Expressスキャナを接続し、電源を入れます。 

• ReadirisがIRIScan製品の一部として供給されている場合、Readirisのインストール中にドライバがインストー

ルされます。 

それ以外の場合には、当社Webサイトwww.irislink.com/supportにアクセスし、必要なドライバをダウンロードしてイ

ンストールしてください。 

IRISCard Anywhere / IRIScan Anywhere / IRIScan Bookスキャナ 

これらのスキャナをお使いの場合には、ドライバをインストールする必要はありません。文書スキャン用のアプリケーシ

ョンから利用できるようなTwainドライバに基づくスキャナではありません。これらのスキャナは、コンピュータに接続

せずに、単体で使用するように設計されています。スキャンされた文書はスキャナの内部メモリ (またはオプションのSD

カードやUSBフラッシュドライブ) に保存されます。スキャナを接続したり、お使いのMacにSDカードかUSBフラッシュ

ドライブを挿入すると、そこからReadirisに直接読み込まれます。 

  

スキャナドライバが正しくインストールされていることを確認する方法： 

• [Readiris] メニューで [基本設定] をクリックします。 

• [スキャナ] タブをクリックします。 

• すると、お使いのスキャナがリストされているはずです*。 

*これは、IRISCard Anywhere、IRIScan Anywhere、IRIScan Bookスキャナには適用されません。 

 

ドライバが正しくインストールされていない場合、お使いのスキャナはリストされません。 

• スキャナの設定が終わったら、出荷時のスキャナ設定を使って、スキャンを開始することができます。 

http://www.irislink.com/support
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セクション 3: 文書の基本的な処理 

Readirisによる文書の処理は、基本設定を使用するときわめて簡単にできます。このセクションでは、基本設定を実行す

る際の手順について説明します。設定手順に関する詳細は、セクション4～10をご覧ください。 

ステップ1：画像をスキャン、開く、またはドラッグアンドドロップする 

紙文書をスキャンするにはスキャナを正しく設定する必要があります。必要に応じて、「スキャナの設定」セクションを

参照してください。 

• [スキャン] をクリックすると、スキャナで紙文書がスキャンされます。 

プレビューウィンドウが開き、スキャナの設定が表示されます。TWAINスキャナでは、この設定はスキャナごとに

異なります。 

• 基本設定として [カラー] と [300 DPI] を選択すると、最良の結果を得ることができます。 

• ご希望の [ページ分析オプション] を選択します。 

デフォルト設定では、[ページ分析] が選択されています。このオプションは、文書を認識ゾーンに分割しま

す。認識ゾーンがない場合、Readirisは文書を処理することができません。この機能を無効化した場合、手

動で文書に認識ゾーンを描く必要があります。 

Readirisは、文書の傾き補正 (文書をまっすぐにする) を実行したり、用紙の方向の検出で文書を回転したり

することができます。 

スキャナによって文書の周囲に黒枠が生成されたり、ページの一部が文書からはみ出している場合、

Readirisは、使用できるコンテンツが含まれていなくても文書の枠で認識ゾーンを作成する傾向があります

。この場合、[枠ゾーンを無視する] オプションを使用するようお勧めします。 

 

または 

• [ファイル] をクリックして、既存の画像ファイルを開きます。 

• 使用する [ページ分析オプション] を選択します。 

ここでは同じ [ページ分析オプション] を使用できます。 
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またはPDFファイルと画像ファイルをドラッグして、Readirisにドロップします。これは、いくつかの方法で実行できま

す。 

• ファイルをドラッグして、ドックのReadirisアイコンにドロップできます。 

ファイルは、Readirisにすでに読み込まれている画像の後に追加されます。 

• ファイルをドラッグして、すでに開いているReadirisインターフェースにドラッグできます。 

ヒント: ファイルを [ページ] パネルにドラッグする場合、挿入する場所を選択できます。 

 

• 写真アプリから画像ファイルをドラッグして、すでに開いているReadirisインターフェースにドラッグできます

。 

注意: 写真アプリの画像ファイルをドックのReadirisアイコンにドラッグアンドドロップすることはできません。 

  

認識ゾーンは、[画像とレイアウト編集] ツールバーでレイアウトモードを選択している場合に表示されます。 
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ステップ2：ページまたはゾーンを変更する 

Readirisでスキャンして読み込んだ画像は、次のように、簡単に変更することができます。 

• ページの順番を変更するには、[ページ] パネルでサムネイルを別の場所にドラッグします。 

• ページを削除するには、そのページを選択して [削除] アイコンをクリックします。 

OCRエラーを修正する必要がある場合は、テキストコレクターを使用します。詳細は、[認識した文書の編集] セクション

を参照してください。 

ステップ3：認識言語を選択する 

Readirisで良い認識結果を得るには、文書の言語を正しく選択することが非常に重要です。 

 

ステップ4：出力を設定する 

デフォルトの出力フォーマットと送信先で文書を直接エクスポートするには、デフォルトのエクスポートボタンの1つを

クリックします。 

 

[エクスポート] ボタンのデフォルト設定を変更するには、次の操作を行います。 

• [オプション] メニューが表示されるまで、[エクスポート] ボタンをクリックして押さえたままにします。 

 

• フォーマットと送信先のオプションを変更できます。 
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3つのデフォルトのフォーマット以外の出力フォーマットを選択するには、次の操作を行います。 

• [エクスポート オプション] をクリックします。 

• 希望するフォーマットを選択して、[お好み] リストにドラッグします。 

• フォーマットオプションを設定します。 

各出力フォーマットやフォーマットオプションの違いについては、「出力フォーマットの選択」セクションを参

照してください。 

• 送信先を設定します。 

文書をファイルとして保存するか、アプリケーションで直接開くか、設定済みのオンラインストレージシステム

に送信することができます。 

注意: オンラインストレージシステムにエクスポートする場合、そのシステムへの接続を正しく設定してお

く必要があります。方法については、「オンラインストレージシステムの設定」セクションを参照してくだ

さい。 

• [アプリケーションで開く] を選択すると、選択した出力フォーマットが使用するデフォルトのアプリケー

ションが表示されます。 

たとえば [PDF] を選択すると、出力ファイルは、Previewアプリケーションで開きます。DOCXとRTF文

書は、インストールされているテキスト編集アプリケーションで開きます。XLSX文書は、インストール

されている表計算エディタで開きます。 

• アプリケーションを変更するには、それをクリックして [アプリケーションを選択する] をクリックしま

す。 

 

• 終了したら、[OK] をクリックします。 

  

これらのステップが完了し、希望する [エクスポート] ボタンをクリックすると、テキスト認識が開始され、出力文書が作

成されます。 
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操作の取り消し 

ユーザー操作またはユーザー設定は、ほとんどの場合 [元に戻す] オプションを使って取り消すことができます。 

「元に戻す」操作を実行できる回数に制限はありません。[編集] メニューに移動し、[元に戻す] をクリックします (最後

の操作は括弧書きで示されます)。また、キーボードショートカット (command + Z) も使用できます。 

 

新規プロジェクトの作成 

スキャンした文書の保存が完了したら、または最初からやり直す場合は、次の操作を行います。 

• 上部のツールバーで [新規] をクリックします。 

このコマンドを実行すると、Readirisから文書が削除されるため、新しいプロジェクトを開始することができます

。 
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自動処理 

Readirisの処理を速めたり、スキャンされた大量の文書を処理する必要がある場合には、「自動処理」機能が使用できま

す。この機能を使用すると、Readirisでスキャンし開いた文書を自動的に処理し、指定した出力ファイル形式に変換し、

指定したフォルダか設定されたオンラインの記憶システムにエクスポートすることができます。 

自動処理を開始する方法： 

• 上のツールバーで [自動処理] をクリックします。 

• [インポートされた画像をすべて自動的に処理する] を選択します。 

• 希望の出力フォーマットを選択します。 

• 処理後の文書のエクスポート先の [出力フォルダまたはアカウント] を選択します。 

 

• 処理後に開くアプリケーションを選択します。 

• 次に、Readirisで文書をスキャンするか開きます。もしくは、Readirisに画像ファイルをドラッグします。 

重要な注記：給紙機付きスキャナなどを使用して複数の文書を次々にスキャンする場合、1つの出力ファイルに全

部の文書がまとめて保存されます。これは、一度に複数の画像ファイルを開く際にも適用されます。フラットベッ

ドスキャナで文書をスキャンする場合、各ページは別々の出力ファイルに保存されます。 

ヒント：Readiris Corporateでは、大量の文書を処理する際に、「自動処理」以外にも、「バッチプロセス

中」と「監視フォルダ」の各機能が使用できます。 
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設定の保存と読み込み 

Readirisでは、アプリケーションを閉じる際に、処理設定が自動的に保存されます。次回Readirisを使用する際に、同じ

設定が適用されます。 

特定の設定プロファイルを保存したい場合： 

• まず、必要な設定を選択します。 

• [設定] メニューから [設定を保存] をクリックします。 

• 設定に名前を付け、ロケーションを指示し、[保存] をクリックします。 

以下の設定が保存されます。一次および二次言語、速度よりも認識の精度を優先する、出力フォーマットおよびPDFパス

ワード、ターゲットアプリケーション、オンラインストレージシステムの設定、ページサイズ、ページ分割、インデック

ス作成設定の各出力フォーマットオプション、ページ分析、汚れの補正、傾き補正オプション、学習オプション。 

設定の読み込み 

保存された設定ファイルを読み込むには： 

• [設定] メニューから [設定を開く] をクリックします。 

• 保存した設定ファイルを検索します。 

出荷時の設定に戻す 

• [設定] メニューから [出荷時の設定に戻す] をクリックします。 
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セクション 4: 文書のスキャンと開く 

前処理オプション 

Readirisは、文書をスキャンしたり開く際に、いくつかの [前処理] オプションを適用します。 

これらのオプションにアクセスするには、次の操作を行います。 

• [Readiris] メニューで [基本設定]をクリックします。 

• [前処理] タブをクリックします。 

 

ここで設定されたオプションは、開いたりスキャンされる全部の文書で、初期設定として適用されます。これらのオプシ

ョンを変更しても、既にReadirisで開かれている画像に影響はありません。 

このオプションには、[設定] メニューからもアクセスできます。 

カラーおよびグレイスケールの画像をスムーズにする 

出荷時の設定では、このオプションが起動しています。このオプションは、強度の違いをスムージングすることにより、

グレースケールとカラー画像をより一層均一にします。その結果、前景(テキスト)と背景(アートワーク)のコントラスト

をより鮮明にします。カラー背景からテキストを分離するには、スムージングしか方法がない場合も時々あります。 

モノクロの画像からディザリングを削除 

このオプションで、不要なディザリング (ノイズ) が、白黒画像から削除されます。 

300dpiで処理 

正しくなかったり、不明の解像度の画像を処理する場合は、[300dpiで処理] オプションを選択します。画像は、300 

dpiの画像と同様に処理されます。 
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縦線を削除 

縦線を削除するには： 

• [縦線を削除] を選択します。 

• 3つのパラメータに値を入力するには： 

• 最小長: 削除する線の最小長 (単位はピクセル) です。 

• 最大厚み： 削除する線の最大厚み: (単位はピクセル) です。 

• 最大隙間: 線がくずれている、破線している場合、終了する際の最大隙間 (単位はピクセル) です。 

横線を削除 

横線を削除するには： 

• [横線を削除] を選択します。 

• 同じパラメータが利用できます。 

線は、認識結果を改善するために削除されるに過ぎません。出力ファイルから削除されるわけではありません。 

自動汚れ補正 

文書にたくさんの「ノイズ」 (低画質の文書をスキャンした場合やスキャナの設定が不適切な場合に発生する、小さな黒

いしみ) がある場合があります。 

この小さな黒いしみを除去するには、[斑点状ノイズの除去] スライダーを使用します。スライダーを右に動かすほど、大

きな斑点状のノイズが除去されるようになります。 

  

終了したら、[基本設定] ウィンドウを閉じます。この設定は自動的に保存されます。 
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ページ分析オプション 

文書をスキャンしたり開いたりする際、Readirisはいくつかのページ分析オプションを適用します。 

これらのオプションにアクセスするには、次の操作を行います。 

• [Readiris] メニューにある [基本設定] をクリックします。 

• [ページ分析] タブをクリックします。 

 

ここで設定するオプションは、開いたりスキャンしたりするすべての文書にデフォルト設定として適用されます。これら

のオプションを変更しても、Readirisですでに開いている画像には影響しません。 

これらのオプションには、[設定] メニューからもアクセスできます。 

新規画像に適用されるページ分析オプション 

ページ分析 

[ページ分析] はデフォルトで選択されています。このオプションは、文書を認識ゾーンに分割します。認識ゾーンがない

場合、Readirisは文書を処理することができません。この機能を無効化した場合、手動で文書に認識ゾーンを描く必要が

あります。 

用紙の方向の検出 

このオプションは、文書の向きを検出して自動的に回転します。 
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ページの傾き補正 

このオプションは、斜めにスキャンされた画像をまっすぐにします (傾き補正)。 

 

枠ゾーンを無視する 

スキャナによって文書の周囲に黒枠が生成されたり、ページの一部が文書からはみ出している場合、Readirisは、使用で

きるコンテンツが含まれていなくても文書の枠で認識ゾーンを作成する傾向があります。この場合、[枠ゾーンを無視する

] オプションを使用するようお勧めします。 

  

詳細テキスト認識オプション 

精度 (Readiris Corporateのみ) 

Readirisでは、認識の速度と精度のどちらを重視するかを選択することができます。 

• [精度] リストをクリックし、必要なオプションを選択します。 

 

  

終了したら、[基本設定] ウィンドウを閉じます。この設定は自動的に保存されます。 
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文書のスキャン 

ドキュメントをスキャンする 

ReadirisはImage CaptureとTwainに準拠しています。Readirisは、フラットベッドやシートフィードのスキャナほぼ全

種[一体型]デバイス、デジタルカメラ、現在利用可能なスキャナをサポートします。 

操作を開始する前に：コンピュータにスキャナが接続され、正しく構成されていることを確認してください。これを実行

するには、[Readiris] メニューに進み、[基本設定] をクリックします。正しくインストールされている場合、お使いの

スキャナが [スキャナ] タブに表示されます。表示されていない場合、[スキャナの設定] の項を参照してください。 

文書のスキャン方法： 

• [スキャン] をクリックします。 

• プレビューウィンドウが開き、お使いのスキャナで利用可能な設定が表示されます。 

TWAINスキャナでは、この設定はスキャナごとに異なります。 

• 基本設定として [カラー] と [300 DPI] を選択すると、最良の結果を得ることができます。 

名刺やアジア諸語をスキャンする場合は、スキャン解像度400 dpiをご使用になるようお勧めします。 

 

• 次に、[ページ分析] オプションを選択します。 

詳しくはページ分析オプションをご覧ください。 

• ダイアログボックスの [スキャン] をクリックして、文書のスキャンを開始します。 

注記：線の傾きに注意します。線の傾きが0.5°以上の場合は、光学文字認識エラーが発生しやすくなります。 
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注意：Readirisで分析された画像の認識精度が不十分な場合、ページサムネイルと上のツールバーの下の両方に警

告信号が表示されます。 

 

 

ヒント： 

• Twainスキャナは、白黒でスキャンしたときに、黒色の背景に白いテキストを表示することがあります。これを防

止するには、[Readiris] メニューから [基本設定] をクリックし、[スキャナ] タブをクリックし、[TWAINスキ

ャナで白黒画像を反転する] を選択します。 

• 大量の文書をスキャンするには、自動処理 と 監視フォルダ のセクションをご覧ください。 

• Readirisをスキャナのターゲットアプリケーションとして設定できます (スキャナがこの機能をサポートする場合

)。すると、スキャナボタンをクリックするだけで、スキャナで文書がスキャンされ、Readirisに転送されます。

詳細に関しては、お使いのスキャナの説明書をご参照ください。 



セクション 4: 文書のスキャンと開く 

32 

I.R.I.S. スキャナによるスキャン 

IRISCard / IRIScan Anywhere / IRIScan Book 

予備的な注記 

IRISCard、IRIScan Anywhere、IRIScan Bookの各スキャナは、コンピュータに接続せずに、単体で使用するように

設計されています。スキャンされた文書はスキャナの内部メモリ (またはオプションのSDカードやUSBフラッシュドライ

ブ) に保存されます。 

そこからReadirisに読み込むことができます。 

ここでお断りしておきますが、これらのスキャナは、文書スキャン用アプリケーションから起動できるようなTwainドラ

イバ スキャナではありません。これは、単独でスキャンが可能なUSBストレージデバイスのようなものであると理解して

おいてください。 

スキャンした文書をReadirisに読み込むには： 

• 付属のUSBケーブルでお使いのMacにスキャナを接続し、電源を入れます。 

• もしくは、スキャナで使用したSDカードやUSB フラッシュドライブを、お使いのMacに挿入してください。 

• Readiris は、名刺の画像がストレージデバイスにスキャンされたかどうかを検出します。[はい] をクリックして

画像を選択します。するとReadirisは正しいフォルダを開きます。 
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画像ファイルを開く 

Readirisでは、文書をスキャンする以外に、画像ファイルやPDFファイルを開くこともできます。 

Readirisは、次の各画像フォーマットをサポートします。GIF画像、JPEG画像、JPEG2000画像、Photoshop画像、

PNG画像 (非圧縮、PackBits、Group 3圧縮)、TIFF画像、複数ページのTIFF画像、Windowsビットマップ (BMP)、PDF

文書。 

既存の画像ファイルの開け方: 

• [ファイル] ボタンをクリックします。 

 

• 次に、処理したい画像ファイルを選択し、[開く] をクリックします。 

 

一度に複数の画像を開くこともできます。 

• 最初の画像ファイルを選択し、Cmdキーを押したまま次の画像を選択します。または、 

• 続きにリストされている画像ファイルを選択する場合は、最初の画像をクリックし、Shiftキーを押したまま最後

の画像を選択します。 

読み込みプロセスを中断する場合には、プログレスバーの右上にあるｘアイコンをクリックします。 

ヒント：複数ページの画像ファイル (TIFF画像) やPDF文書を読み込む場合、ページ範囲を特定することができます。(

文書の特定の章だけが必要な場合など) 

注記： 

• 現在の文書を保存した後で上のツールバーで [ファイル] ボタンをクリックすると、現在の文書を削除したいか尋

ねられます。[いいえ]をクリックすると認識した文書に画像ファイルが追加され、[はい]をクリックすると新たに

別の文書の処理が開始されます。 

• パスワード保護されたPDF文書を開こうとすると、パスワードを入力するよう指示されます。 
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• Readirisで分析された画像の認識精度が不十分な場合、ページサムネイルと上のツールバーの下の両方に警告信

号が表示されます。 

 

 

画像ファイルを開くための別の方法 

• ドックのReadirisアイコンにファイルをドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。 

ファイルは、既にReadiris読み込まれている画像に続いて追加されます。 

• 既に開いているReadirisインターフェースにファイルをドラッグ・アンド・ドロップできます。 

ヒント：ファイルを [ページ] パネルにドラッグする際、挿入する場所を選ぶことができます。 

注意：文書を分割すると、文書1の最初のページよりも前にページを挿入することはできません。詳しくは

、「文書を分割する方法 」をご覧ください。 

 

• 写真アプリから、既に開いているReadirisインターフェースに画像ファイルをドラッグ・アンド・ドロップでき

ます。 

注意：写真アプリから、ドックのReadirisアイコンに画像ファイルをドラッグすることはサポートされてい

ません。 

• Ctrlを押さえて開きたい画像ファイルをクリックし、[プログラムから開く]をポイントし、[Readiris]をクリッ

クします。Readirisソフトウェアが開き、画像を表示します。 

• Ctrl-を押したまま開きたい画像ファイルをクリックして、[サービス] をポイントしたら、次のお好みの変換オプ

ションを選択します。[XLSXに変換]、[PDFに変換] または [DOCXに変換]。 

または開きたい画像ファイルを選択し、[ファインダ] メニュー > [サービス] の順でクリックしてから、お好み

の変換オプションを選択します。 
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このオプションでは、Readirisインターフェースを開かずにファイルを変換できますが、インターフェース

で設定されている設定が適用されます。 

詳細に関しては、「ファインダから画像ファイルを変換する」を参照してください。 

• Readirisをスキャナのターゲットアプリケーションとして設定できます (スキャナがこの機能をサポートする場合

。 すると、スキャナボタンをクリックするだけで、スキャナで文書がスキャンされ、Readirisに転送されます。

詳細に関しては、お使いのスキャナの説明書をご参照ください。 

ヒント：大量の画像ファイルを処理するには、[自動処理]と[バッチプロセス中]をご覧ください。 
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デジタルカメラの画像を開く 

Readirisは、デジタルカメラで撮影された画像を自動的に検出し、特殊な認識アルゴリズムを使用してそれを処理します

。 

デジタルカメラの画像を開く方法： 

• 上部ツールバーで[ファイル] をクリックします。 

 

• デジタルカメラの画像を選択して[開く]をクリックします。 

• ページのサムネイルに小さなカメラアイコンが表示されます。これは、Readirisが、デジタルカメラの画像を認

識したことを示しています。 

 

Readirisがデジタルカメラの画像であることを検出しない場合： 

• Ctrlを押したままページのサムネイルをクリックします。 

• [デジタルカメラの画像] を選択します。 

 

注意：デジタルカメラで文書の画像を撮影した場合、斜め方向から撮影されることがあります。このとき、3D効果によっ

て、認識が不可能になります。この問題を解決するには、「スキャンした文書を最適化する」 > 「デジタルカメラの画像

の傾き補正」をご覧ください。 
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デジタルカメラで画像を撮影するときのヒント 

• 必ず最高の解像度を選択します。 

• アップで撮影する場合は、カメラのマクロモードを有効にします。 

• カメラの文書モードを起動します (このモードが選択できる場合)。 

• デジタルズームではなく、光学ズームのみを使用します。 

• 文書の真上でカメラを構えます。文書を斜めに撮影しないようにします。 

• 安定した画像が取れるようにします。 

• 光沢のある用紙を撮影する場合は、フラッシュをオフにします。 

• 圧縮したカメラ画像を開かないようにします。 
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ファインダから画像ファイルを変換する 

Readirisでは、ファインダから直接、画像ファイルやPDFファイルを変換することができます。画像とPDFファイル組み

合わせて選択することができます。 

変換に備えて複数のファイルを選択する場合、複数ページある文書が作成され、各ページはファイルに対応します。出力

ファイルの名前は、最初に選択した入力ファイルから取られます。ファインダ内のファイルの順番も、複数ページある文

書の順番となります。つまり、ファインダ内で選択するファイルの順番は、関係ありません。 

ファインダから画像を変換する間、Readirisインターフェースは開いていても構いませんが、これは必須ではありません

。また、ファインダからのファイル変換は、Readirisのファイル処理がビジー状態であっても可能です。 

  

ファインダから画像ファイルを変換する： 

• Ctrl を押したまま変換したいファイルをクリックするか、右クリックします。 

• [サービス] にポイントを合わせ、希望の変換オプションを選択する： 

• Readiris で XLSX に変換 

• Readiris で PDF に変換 

• Readiris で DOCX に変換 

 

または 

• 変換したいファイルを選択します。 

• [ファインダ] > [サービス] をクリックします。 

• 次に、必要な変換オプションを選択します。 
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または 

• ファインダを開きます。 

• 変換したいファイルを選択します。 

• [アクション] ボタンの下向き矢印をクリックします。 

• [サービス] にポイントを合わせ、希望の変換オプションを選択します 

 

[インタラクティブ学習オプション]、[ページ分割オプション] および [クラウドストレージ] は、考慮対象外です。 

ファイルは選択されたフォーマットに変換され、ファイル名と保管場所に変更はありません。 

同じ名前のファイルが既に存在する場合、上書きするかどうか尋ねられます。 

  

重要 

• 以下のダイアログボックスは、右クリックによる変換動作を確保するために、Readirisで開かないでください

。 

• [設定] > [文書] [言語] 

• [設定] > [選択されたページの言語] 

• [設定] > [エクスポートオプション] 

• [設定] > [設定を開く] 

• Readirisをアクティベーションしていない場合は、試用モードで使用中ですので、一度に変換できるのは最大

で3ページ、最高で100ページまでとなります。 
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セクション 5：文書の言語の選択 

Readirisは、スキャンされた画像や画像ファイルやPDFファイルを、編集可能なテキスト文書や検索可能なPDF文書に変

換します。Readirisに画像中のテキストを認識させるには、適切な認識オプションを選択する必要があります。 

最も重要な認識オプションは文書の言語です。 

文書の言語の選択方法: 

• 言語リストをクリックし、文書の言語を選択します。 

• 使用可能な言語の完全リストにアクセスするには、[別の言語] をクリックしてください。 

 

Readiris Proのヒント：複数の言語からなる文書を認識したい場合、文字セットが最も大きい言語を選択して

ください。英語とフランス語の両方が含まれる文書を認識したい場合、文書の言語としてフランス語を選択します

。こうすることによって、アクセント記号が正しく認識されます。 

数字文書の認識 

数字のみで、ほとんどまたはまったくテキストを含まない文書を処理する際には、[数値] オプションを選択するようお勧

めします。 

• 言語リストをクリックし、[別の言語] を選択します。 

• 次に、リストの上から [数字] を選択します。 
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このオプションを選択すると、Readirisは、数字0～9と下記の記号のみを認識します。 

+ 

プラス記号 

* 

星印 

/ 

スラッシュ 

% 

パーセント記号 

, 

コンマ 

. 

ピリオド 

( 

左丸括弧 

) 

右丸括弧 

- 

ハイフン 

= 

イコール記号 

$ 

ドル記号 

£ 

ポンド記号 

€ 

ユーロ記号 

¥ 

円記号 

  

ラテンアルファベットを使用しない西洋の単語の認識 

固有名詞など、ラテンアルファベットで書かれた西洋諸語を含むキリル文字、スラブ語、ギリシア語、アジア諸語の文書

を処理する際には、使用可能な言語ペアの中から適切なものを選択するようお勧めします。 

言語ペアは、常に英語と組み合わされるようになっており、ロシア語、ベルラーシ語(白ロシア語)、ウクライナ語、セル

ビア語、マケドニア語、ブルガリア語、ギリシア語で利用できます。 

注記：アジア諸語、ヘブライ語の文書を処理する場合は、混合文字セットが自動的に使用されます。 

言語ペアを選択するには： 

• 言語リストをクリックし、[別の言語] を選択します。 

• (一次) 言語リストから必要な言語ペアを選択します。 

 

ページごとに言語を選択 

ある特定のページで、文書全体と異なる言語が使用されている場合、二次言語を指定する必要はありません。そのページ

で別の言語を適用することができます。 

[ページ] パネルでページを選択し、Ctrlを押したままそれをクリックし、[言語]コマンドで、そのページに、文書全体と

異なる言語を指定します。 
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文書全体と異なる言語が使用されているページは、[ページ] パネルの中で赤い印が付いています。 

 

二次言語と異なり、これには制限がありません。 

注記：[ページ] パネル内のページのツールチップは、そのページにどの言語が適用されているかを示しています。 

  

一つの文書で二次言語を認識(Readiris Corporateのみ) 

文書に複数の言語のテキストが含まれる場合、主な認識言語を選択し、複数の二次言語を組み合わせるようお勧めします

。最高で4つの言語まで選択することができます。 

• 言語リストをクリックし、[別の言語] を選択します。 

• [一次言語] を選択します。 

• Ctrlを押したまま、二次言語を選択します。 

選択した一次言語に応じて、利用可能な二次言語のリストが変化します。 

注意：該当しない言語を選択しないでください。言語の数が多いほど、認識が遅くなり、光学文字認識エラーの危

険性が高くなります。 
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セクション6：インタラクティブ学習の使用 

(この機能は、アジア諸語ではご利用になれません) 

非標準のフォントを使用した文書を処理する際、Readirisがシステム的に文字を認識する上で問題が発生しているようで

あれば、[インタラクティブ学習] を使用してフォント、使用している文字の形状に関し認識システムを訓練します。 

トレーニングプロセスの際に、認識システムがはっきりとは認識できない文字は、その文字を含む語とReadirisによって

提案される結果とともにプレビューウインドウに表示されます。 

 

1 Readirisが認識できない文字。 

2 認識できない文字を含む語。 

3 どう認識すべきかReadirisが提案する語 

トレーニングは、認識システムの精度を大幅に強化し、特に歪んだり、損傷した用紙を認識する場合に便利です。トレー

ニングは、Readirisが最初は認識できない特殊記号に関する訓練にも使用できます。 その例として、数学記号、科学記号

、絵記号などが挙げられます。 

注意：トレーニングは認識の際に行われます。トレーニングの結果は、認識の間、一時的にコンピュータメモリに保存さ

れます。Readirisは、残りの文書をOCRしているときに、トレーニングされた文字をそれ以降は表示しません。新規文書

がOCRされたときに、トレーニングの結果は消去されます。学習の結果を恒久的に保存するには、[学習の結果セットを

保存する] を利用します。トレーニングの結果を保存すると、[インタラクティブ学習] を起動せずに結果を利用すること

ができます。 
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[インタラクティブ学習] を使用しない方が良いときがあります。 

• 開いた本のページやユーザインターフェースを撮影した写真など、誤解を招いたり、ほとんど判読できない内容

が記載されている文書を処理する場合です。こうした場合には、[領域タイプ] を変更し、[画像] に設定すると良

いでしょう。こうすれば、Readirisが文書の前述の部分を認識しようとするのを回避できます。 

• 暗すぎるまたは明るすぎる文書を処理する場合、画質を調整するを利用すれば、文字を上手に分離させることが

できます。 

• デジタルカメラの画像を処理する場合、低品質の画像を処理しようと試みるのではなく、照明条件、焦点、カメ

ラの安定性を再度確認したり、数枚試し撮りすることで最終結果が簡単に改善されることがよくあります。 

• 認識したテキストを確認し、修正を適宜加えたい場合には、インタラクティブ学習の代わりに、[テキストコレク

ター] をお勧めします。 

インタラクティブ学習の使用 

• [設定] > [インタラクティブ学習] に進みます。 

• [インタラクティブ学習] を選択します。 

[新規トレーニング結果セットの作成を開始する ] オプションが選択されました。 

• [OK] をクリックして、[インタラクティブ学習]の設定を仮に閉じておきます。 

もう1つのオプションについては、以下のインタラクティブ学習と学習結果セットを組み合わせるで説明していま

す。 

• 文書を [スキャン] するか [開き] ます。 

• 認識の最後に、Readirisはインタラクティブ学習に入ります。 

認識システムがはっきりとは認識できない文字は、表示されます。 

 

結果が正しい場合: 

• [学習]をクリックして、結果を確かなものとして保存します。 

トレーニングの結果は、認識の間、一時的にコンピュータメモリに保存されます。新規に文書を

スキャンする際には、同じ手順を繰り返す必要があります。 

同じ手順を繰り返すことを避けるために、インタラクティブ学習と学習結果セットを組み合わせ

ることができます。 
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• [終了] をクリックして、ソフトウェアが提供した解決法すべてを受諾します。 

結果が正しくない場合: 

• 正しい文字を入力し、[学習]をクリックします。 

注意：お使いのキーボードで表示できない特殊文字を含む文書を処理する場合、検索ボタンをク

リックして「文字パレット」を開いてください。挿入したい文字をダブルクリックします。 

もしくは、「文字パレット」から「インタラクティブ学習」の文字フィールドに文字をドラッグ

アンドドロップすることもできます。 

 

または、 

• [学習しない]をクリックして、結果を不確かとして保存します。 

トレーニングした場合、他の文字と混同される可能性がある損傷した文字にこのコマンドを使用

します。例えば、数字の1と小文字のｌは、多くのフォントで同一です。 

• [削除]をクリックして、出力から文字を削除します。 

文書ノイズが出力ファイルに表示されるのを防止するのにこのボタンを使用します。 

• [元に戻す]をクリックして、間違いを訂正します。 

Readirisは、前回32個の操作を記憶しています。 

• [中止]をクリックしてインタラクティブ学習を中止します。 

すべてのトレーニング結果が削除されます。次回文書を処理するときには、[インタラクティブ学

習] が再開されます。 

インタラクティブ学習が終了したら、学習の結果セットを保存することができます。 
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インタラクティブ学習と学習結果セットを組み合わせる 

前述のように、インタラクティブ学習と学習結果セットを組み合わせることで、学習の結果を恒久的に保存することがで

きます。同じ活版印刷特性を持つ複数の文書を処理する際は、[学習結果セット] を使用することをお勧めします。 

• 上で説明したように [インタラクティブ学習] を使用します。 

• [設定] > [インタラクティブ学習] に戻ります。 

• [保存]をクリックしてトレーニングの結果セットを保存します。 

• 結果に名前を付け、好みの場所に保存します。 

注記：結果セットは、最高500個の形状に限られていますのでご注意ください。特定のアプリケーション用

に、別個のセットを作成するようお勧めします。 

 

ここでは、以下の操作が可能です。 

• [新規トレーニング結果セットの作成を開始する] オプションを選択します。 

この場合、新規インタラクティブ学習モードのプロセスが始まります。 

• [現在のトレーニングの結果セットに追加する] オプションを選択します。 

この場合、新規学習結果は一時的に保存されるだけで、[結果] セットには保存されません。 

• [選択] をクリックして、保存した [結果] セットを検索してから、<YourFileName.dict>から [学習結果の追

加を開始する] を選択することができます。 

この場合、新規学習結果は保存した [結果] に追加されます。 

[インタラクティブ学習] を解除するという選択肢もあります。 

• [トレーニングの結果を使用しない]。 

• [現在の学習の結果セットを使用する]。 

この場合、一時トレーニング結果のみを使用し、[インタラクティブ学習] を繰り返す必要はありません。 

• [選択] をクリックして、保存した [結果] セットを検索してから、<YourFileName.dict>から [学習結果を使

用する] を選択します。 

この場合、[インタラクティブ学習] を繰り返すことなく、保存されている [結果] セットから結果を利用できます

。 
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セクション 7：スキャンした文書を最適化する 

Readirisでスキャンして開いた文書は、インターフェースの右にある [画像とレイアウトの編集] のツールバーを使って、

各種の方法で最適化できます。 

ページの傾き補正 

ページが斜めにスキャンされた場合、傾き補正 (まっすぐにする) ができます。 

ページの傾き補正をするには： 

• [ページ] パネルでページを選択する： 

• [傾き補正] アイコンをクリックします。 

 

 

デジタルカメラの画像の傾き補正 

Readirisは、デジタルカメラで撮影された画像を自動的に検出します。このとき、ページのサムネイルにカメラアイコン

が表示されます。 

ヒント： Readirisで画像がデジタルカメラで作成されたことを検知しない場合、Ctrlを押したままクリックし

て [デジタルカメラの画像] を選択します。 

 

画像が斜め方向から撮影された場合、[傾き補正] アイコンで、射影歪みが補正できます。 

デジタルカメラの画像によって、[傾き補正] アイコンの形状が異なることがあります。 
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デジタルカメラの画像の傾き補正をするには： 

• [ページ] パネルで画像を選択します。 

• [傾き補正] アイコンをクリックします。 

自動検出 

• Readirisは、画像の枠を自動的に検知しようとします。正常に検知できると、検知した枠を表わすフレームが表

示され、[自動検出] が [枠] リストで選択されます。これは、枠は手動では移動できないことを意味します。 

 

• 適切な [内容のタイプ] を選択します。 

重要：Readirisは、選択する[ 内容のタイプ] に基づいて画像解像度を算出します。納得のいくOCR結果を得るた

めには、正しい解像度が求められます。 

注意： [幅] と [高さ] のフィールドは、[その他の用紙サイズ] を選択している際に限り、利用できます。 

• 続いて、[適用] をクリックして、自動傾き補正を適用します。 

  

Readirisが自動的に枠を検知できない場合、Readirisは代替となる最良の [枠] オプションを見つけようとします。 
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インタラクティブ定義 

[インタラクティブ定義] が選択されている場合、枠の角を新しい位置にドラッグして、フレームの位置と用紙の位置を一

致させます。 

水平枠を垂直方向に移動したり、垂直枠を水平方向に移動させることもできます。 

矩形フレーム 

[矩形フレーム] が選択されている場合、水平枠を垂直方向に移動したり、垂直枠を水平方向に移動させることもできます

。 

トリミングなし 

[トリミングなし] が選択されている場合、枠は表示されませんので、トリミングを行うことはできません。 

  

[枠:] オプションは、文書の枠が画像の外側にあったとしても、操作することができます。 

画像の回転 

画像を回転するには、[回転] アイコンをクリックします。次に、必要なオプションをクリックしてください。 

 



セクション 7：スキャンした文書を最適化する 

50 

画質を調整する 

文書の画質によって、認識の結果が大きく左右されます。質の悪い文書をスキャンすると、Readirisは正しく認識するこ

とができません。 

その理由は、Readirisでは、テキストの文字の写真が、実際のテキストの文字に変換されるからです。文書が暗すぎると

、文字が隣の文字と一体化して黒い点になってしまいます。文書が明るすぎると、文字がくずれてしまっています。その

結果、Readirisは文字を認識することができなくなります。 

例1：テキストが暗すぎる 

この例では、文字中の白い部分が黒くなって、文字が不明瞭になります。a、e、oなどの各文字は、完全にぼやけてしま

います。 

 

例2：テキストが明るすぎる 

この例では、テキストの文字間の隙間が広がって、形状が不完全になります。 

 

認識結果の改善方法： 

• スキャナの設定を確認して、文書が、 300 dpiの解像度のカラーでスキャンされることを確認してください。 

• その設定になっていない場合には、設定を修正して文書をもう一度スキャンします。 

次に、画像調整オプションにアクセスします。 

• [画像とレイアウトの編集] ツールバーで [調整] アイコンをクリックします。 
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一般 

(カラーまたはグレイスケールの) 画像をスムージングする 

出荷時の設定では、このオプションが選択されています。これは、強度の差をスムージングして、テキストと背景の間の

コントラストを大きくします。カラー背景からテキストを分離するには、スムージングしか方法がない場合も時々ありま

す。 

ディザリングを削除 (白黒画像) 

このオプションで、不要なディザリング (ノイズ) が、白黒画像から削除されます。 

輝度 

スライダーを動かすと、文書の輝度が増減できます。 

2値化画像の結果が直ちに表示されます。結果に満足できない場合は、[元に戻す] ボタンを使用して元の設定に戻します

。 

例1：画像が暗すぎる 

下の画像は暗すぎるので、単に真っ黒な画像になっています。認識できるようなテキストはありません。 
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この場合、テキストを表示させるには、画像を明るくする必要があります。 

 

例2：画像が明るすぎる 

下の画像は明るすぎるので、テキストの文字がくずれてしまっています。テキストはほとんど読めません。 

   

この場合、満足のいく結果を得るために、画像を暗くする必要があります。 

 

コントラスト 

スライダーを動かすと、テキストと背景の間のコントラストが増減できます。 

2値化画像の結果が直ちに表示されます。結果に満足できない場合は、[元に戻す] ボタンを使用して元の設定に戻します

。 

例 

下の画像ではテキストの文字がくずれてしまっています。 

 

この場合、満足のいく結果を得るために、コントラストを大きくする必要があります。 

 

斑点状ノイズの除去 

文書にたくさんの「ノイズ」 (低画質の文書をスキャンした場合やスキャナの設定が不適切な場合に発生する、小さな黒

いしみ) がある場合があります。 

この小さな黒いしみを除去するには、[斑点状ノイズの除去] スライダーを使用します。スライダーを右に動かすほど、大

きな斑点状のノイズが除去されるようになります。 

2値化画像の結果が直ちに表示されます。結果に満足できない場合は、[元に戻す] ボタンを使用して元の設定に戻します

。 
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線 

Readirisで、垂直および水平の線を削除できるようになりました。これで、テキストの認識が改善されます。 

出力文書から線は削除されません。単に、認識を行う前に線が取り除かれるだけです。 

縦線を削除するには： 

• [縦線を削除] を選択します。 

• 3つのパラメータに値を入力するには： 

• 最小長: 削除する線の最小長 (単位はピクセル) です。 

• 最大厚み： 削除する線の最大厚み: (単位はピクセル) です。 

• 最大隙間: 線がくずれている、破線している場合、終了する際の最大隙間 (単位はピクセル) です。 

横線を削除するには： 

• [横線を削除] を選択します。 

• 同じパラメータが利用できます。 

 

画質調整が終わったら、[X] をクリックします。 

重要：[画像調整] は2値化画像のみに適用されます。適用されると、再び元の画像が表示されます。 
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セクション 8: 認識した文書の編集 

はじめに 

Readirisで文書をスキャンしたり、画像ファイルを開いたりする場合、各ページは自動的に認識ゾーンに分割されます。 

認識ゾーンを視覚的に表示するには、[画像とレイアウトの編集] ツールバーで [レイアウト] アイコンをクリックします

。Readirisはレイアウトモードになります。 

 

Readirisはこれらのゾーンを使用して、文書の各部分をどのように変換するかを決定します。文書にゾーンがない場合、

認識は行われません。 

Readirisには、4種の認識ゾーンがあります。これらは、テキストゾーン、画像ゾーン、表ゾーン、バーコードゾーンで

す。 

各ゾーンは色分けされています。 

テキストゾーン オレンジ 

画像ゾーン 青 

表ゾーン 紫 

バーコードゾーン 緑 

各ゾーンの左上には番号が付いています。番号は、左上から右下の順に付けられます。元のレイアウトを維持しない出力

フォーマットを選択した場合、これが出力文書にゾーンが保存される順として使用されます。 

  

注意: ゾーンは、レイアウトモードが有効でない場合にも選択できます。例: ...としてコピー 

認識ゾーンの表示 

開いた画像とその認識ゾーンを検査するために、いくつかの表示オプションを利用できます。 

表示サイズの変更 

• インターフェースの右下にある [幅に合わせる] および [ウィンドウに合わせる] サイズアイコンを使用します。 

• または、スライダを移動して、拡大または縮小します。 

 

また、キーボードショートカットを使用して、表示オプションを適用することもできます。 
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キーボードショートカットの使用 

• Shiftキーを押しながら画像をクリックすると、[200%に拡大] (カーソルの位置で) と [ウィンドウに合わせる] 

が切り替わります。 

• CmdキーとShiftキーを押しながらクリックすると、[200%に拡大] (カーソルの位置で)、[幅に合わせる]、お

よび [ウィンドウに合わせる] が切り替わります。 

• Cmdキーを押しながら + キーまたは - キーを押すと、徐々に拡大または縮小します。 

[拡大] アイコンの使用 

• [画像とレイアウトの編集] ツールバーにある [拡大] アイコンをクリックします。 

次に、拡大鏡を画像の上に移動します。 

• または、AltキーとShiftキーを押しながらクリックすると、拡大鏡が表示されます。 

 

次のように、キーボードを使って画像を拡大することもできます。 

• Shiftキーを押しながら、拡大する画像をクリックします。 

• 次に、Altキーを押したまま画像をクリックし、画像を掴んで別のセクションに移動します。 

• 縮小するには、もう一度Shiftキーを押しながら画像をクリックします。 

または 

• ShiftキーとAltキーを押しながら画像をクリックすると、拡大鏡が表示されます。 

• マウスボタンを押したまま、拡大鏡を画像の上に移動します。 

自動ページ分析の変更 

[ページ分析] オプションが有効化である場合、Readirisは、文書をテキスト、表、および画像の認識ゾーンに分割します

。この自動ページ分析は、いくつかの方法で変更することができます。たとえば、ゾーンサイズの拡大縮小、別の場所へ

のゾーンの移動、新しいゾーンの手動による作成、既存のゾーンのタイプの変更、ソート順の変更などを行えます。 

ヒント: [レイアウト] ツールバーを使用する際は、インターフェースの下部に表示されるメッセージに注意してくださ

い。役に立つ情報が表示されます。 

 

注意: テキスト修正が必要な場合は、対応するボタンをクリックしてテキストコレクターを起動します。  
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ゾーンの拡大または縮小 

• ゾーンの内側をクリックします。 

ゾーンの周囲と角にマーカーが表示されます。 

• マーカーを1つクリックし、マウスボタンを押したままフレームをドラッグして必要なサイズに変更します。 

ゾーンの移動 

• 移動するゾーンの内側をクリックします。 

ゾーン全体が、対応する色で表示されます。 

• マウスボタンを押したまま、希望の位置にフレームをドラッグします。 

ゾーンの削除 

• 削除するゾーンをクリックします。 

• または、Cmdキーを押しながらクリックして、複数のゾーンを選択します。 

ゾーン全体が、対応する色で表示されます。 

• 次に、キーボードのBackspaceキーを押すか、右クリックして [ゾーンを削除] を選択します。 

すべてのゾーンの削除 

• [編集]メニューの [ゾーンをすべて削除]をクリックします。 

小さいゾーンの削除 

• [編集] メニューから [小さいゾーンを削除] をクリックします。 

50ピクセル未満のすべてのゾーンが削除されます。 

手動によるゾーンの描画 

• [レイアウト] アイコンをクリックして、[レイアウト] ツールバーを表示します。 

 

• 作成するゾーンタイプをクリックします。例: テキスト。 

• マウスボタンを押したまま、テキストとして認識するセクションの周囲にフレームを描きます。 

バーコードゾーンは必ず手動で描く必要があります。[ページ分析] 機能では自動的に作成されません。 

ゾーンタイプの変更 

• Ctrlキーを押したままゾーンをクリックし、コンテキストメニューから必要なゾーンタイプを選択します。 
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または 

• [レイアウト] アイコンをクリックして、[レイアウト] ツールバーを表示します。 

• 変更するゾーンを選択します。 

• [レイアウト] ツールバーにある必要なゾーンタイプをクリックします。例: 画像。 

• もう一度必要なゾーンタイプのアイコンをクリックします。 

ヒント: インターフェースの下部にはツールヒントが表示されます。これらはユーザーが実行できる操作

を示します。 

ゾーンの並び順の変更 

• [レイアウト] アイコンをクリックして、[レイアウト] ツールバーを表示します。 

• [並べ替える] アイコンをクリックします。 

ゾーンから番号が消えます。 

• 並べ替える順に、認識ゾーンを1つずつクリックします。 

クリックしないゾーンは、認識から除外されます。 

• ページ上のすべてのゾーンをクリックしたら、Readirisは自動的に並べ替えモードを終了します。 

また、もう一度 [並べ替える] アイコンをクリックして、並べ替えモードを終了することもできます。新しい並び

順を維持するかどうかを求められます。 

ゾーンの結合 

同じグループに属する2個のゾーンがあり、それらを1個のテキストゾーンにまとめるとします。その場合、次の操作を行

います。 

• [レイアウト] アイコンをクリックして、[レイアウト] ツールバーを表示します。 

• [テキスト] アイコンをクリックします。 

• 2個のゾーンに重なるようにテキストゾーンを描き、ゾーンを繋げます。 

 

 

 

• 2個のゾーンが1つに結合されます。 

結合できるのは、同じタイプのゾーンのみです。 
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または 

• [レイアウト] ツールバーを閉じます。 

• ゾーンをクリックして選択します。ゾーン全体が対応する色で表示され、枠上にマーカーが表示されます。 

• マーカーを1つクリックし、同じタイプの別のゾーンと重なり合うまで、ゾーンの側面を拡張します。 

 

• 2個のゾーンが1つに結合されます。 

特定エリアの認識 

文書に、ページの一部分の内容しか含まれていない場合、[フレーム] オプションを使用して、ページの他の部分を認識か

ら除外することができます。 

• [レイアウト] アイコンをクリックして、[レイアウト] ツールバーを表示します。 

• [フレーム] アイコンをクリックします。 

• 次に、情報を含むセクションの周囲にフレームを描きます。 

このフレームの外側にあるものはすべて無視されます。 

また、現在の文書のすべてのページでも、同じエリアを無視するかどうか求められます。 

注意: [ページ] メニューの [エリアを囲んで分析する] コマンドでも、これと同じ操作を実行できます。 

 

ページ分析のやり直し 

変更内容に納得がいかない場合、いつでも自動ページ分析をやり直すことができます。 

• メニュー[ページ]に移動し、[ページの分析]を選択します。 

  

  



Readiris 17 - User Guide 

59 

領域テンプレートを使用 

外観が類似している文書を多数処理したい場合、毎回認識領域を編集する代わりに、領域テンプレートを適用すると便利

です。領域テンプレートには、文書の外観、および、テキスト、写真、表の各領域の位置を指示することができます。こ

うすることによって、Readirisは、指定されたエリアのみを検索するので、処理時間が大幅に節約されます。 

領域テンプレートを作成する方法： 

• 最初の文書をスキャンします。 

• 希望通りに領域を編集します。 

その詳細については、[認識領域の編集] を参照してください。 

• [ページ] メニューから [レイアウトの保存] をクリックします。 

 

領域テンプレートを使用する方法： 

• まず、[Readiris]メニュー > [基本設定] > [ページ分析] で [ページ分析] を無効にします。 

 

• [ページ] メニューから [レイアウトを開く] をクリックします。 

• 保存したレイアウトファイルを開きます。 

• [現在のページと新規ページ] または [現在のページのみ] のどちらのレイアウトを使用するか選びます。 
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• 次に、Readirisで文書をスキャンするか、文書を開きます。 

テンプレートの使用を中止するには、[ページ分析] を再起動してください。 

手で領域レイアウトをコピーする。 

1つのページから別のページに、手で領域レイアウトをコピーすることもできます。 

• Cmdキーを押したまま、別のページにコピーしたい領域をクリックします。 

ヒント：レイアウトツールバーが閉じていることを確認してください。さもないと、Cmdキーを押したままク

リックすることはできません。 

• 次にキーボードで、Cmdキーを押したままCキーを押します。 

• 領域レイアウトをコピーしたいページに進みます。 

• 画像の中をクリックし、キーボードで、Cmdキーを押したままVキーを押します。 
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テキストコレクターの使用 

テキストコレクターを使用すると、認識結果を修正することができます。テキストコレクターはテキスト修正を目的とし

ています。文書のレイアウト変更、全段落の削除、コンテンツの結合といった変更を行えるテキストエディタではありま

せん。 

テキストコレクターにアクセスするには、次の操作を行います。 

• [画像とレイアウトの編集] ツールバーにある [テキスト] アイコンをクリックします。 

注意: [テキスト] アイコンは、Readirisで1つ以上の文書が開いている場合にのみ利用できます。 

 

テキストコレクターの仕組み 

テキストコレクターには、現在選択されているページの認識結果が表示されます。左側のコラムに元の画像が表示され、

右側のコラムに認識テキストが表示されます。 

重要な注意事項: ページに認識ゾーンが含まれない場合、表示するテキスト結果はありません。 

水平ビューに切り替えるには、[H] をクリックします。認識されたテキストが元の画像の上に表示されます。 

デフォルトでは、認識されたテキストは元のレイアウトで表示されます。画像無しのフローテキストのみを表示する場合

は、ドロップダウンリストで [フローテキスト] を選択します。 

 

認識間違いの可能性がある語は、黄色でマーキングされます。誤りと判定された語は、スペルコレクターによって下線が

適用されます。 
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テキストの修正 

• 認識されたテキストの内側をクリックします。 

元の画像のオレンジのフレームによって、カーソルを配置した場所を確認できます。 

カーソルが置かれている単語またはテキスト選択は、元の画像で強調表示されます。 

• 認識結果の中に、修正を入力します。 

修正が完了すると、その単語から黄色い強調表示が削除されます。 

ヒント: Ctrlキーを押しながら単語をクリックすると、コンテキストメニューに推奨される綴りが表示さ

れます。 

• 不要な結果を削除するには、キーボードのBackspaceキーを押します。 

• また、マウスカーソルで語や行全体を選択し、Backspaceキーを押すと、それらを削除することができます。 

一度に1行ずつ削除できます。 

また、隣接しない文字や語を選択することはできません。 

• 標準的なコピー、切り取り、および貼り付けコマンドは、[編集] メニュー、コンテキストメニュー、またはキー

ボードショートカットからも実行できます。 

• 修正を元に戻すには、キーボードのCmdキー＋Zを押します。または、[編集] メニューの [元に戻す] オプション

を使用します。 

[元に戻す] 操作は、テキスト修正のみに適用されるものではなく、現在のページやページの順序変更などへ

の変更も元に戻します。 

ページの削除は元に戻せません。 

• 次の認識間違いの可能性がある語に切り替えるには、対応するボタンをクリックするか、キーボードのTabキー押

します。 

 

• 別のページに移動するには、[ページ] パネルのサムネイルをクリックします。 

 

• 結果の修正が完了したら、[X] をクリックしてテキストコレクターを閉じます。 
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注意 

• 変更内容は、エクスポートされる文書に反映されます。画像化された元の文書には表示されませんが、その後

ろにあるテキストには変更が含まれます。 

• 文書をエクスポートする前にテキストコレクターを閉じる必要はありません。 

• テキストコレクターが開いている場合、画像化された元の文書のゾーンタイプを変更することはできません。 

  

表示率の変更 

• 元の画像を拡大または縮小するには、対応するズームコマンドを使用します。 

• 認識されたテキストを拡大するには、スライダを使用します。 

 

• 認識されたテキストと元の画像の表示率を同時に変更するには、添付アイコンをクリックしてスライダを動かし

ます。 
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セクション 9: PDFエクスポートの注釈の追加 

注釈の使用 

注釈オプションを使用すると、文書に、さまざまなタイプのコメントを追加することができます。 

  

警告: 

これらの注釈は、PDFフォーマットにエクスポートする場合にのみサポートされており、最終文書に含められます。PDF

ビューアであるAcrobat Readerを使うと、最適な結果が表示されます。 他のPDFビューアを使用すると、良い結果が得

られるとは限りません。 

  

注釈モードにアクセスするには、次の操作を行います。 

• [画像とレイアウトの編集] ツールバーにある [注釈] アイコンをクリックします。 

 

または 

• [ページ] メニューに進み、[PDFの注釈...] をクリックします。 

 

• 注釈を作成、編集、および管理する編集ペインが右側のコラムに開きます。  

o 注釈のリスト。ページごとに、タイプやテキスト関連の項目が表示されます。リストでは、注釈を1つず

つ選択できます。 

o [削除] ボタンは選択した注釈を削除します。 

o ドロップダウンリストでは、追加する注釈のタイプを選択できます。 

o タイプのリストの下には編集オプションを含むフレームが表示されます。オプションは、注釈タイプによ

って異なります。 

o [ヘルプ] ボタン は、関連する章とセクションのHTMLドキュメンテーションを開きます。 
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注釈モードが有効である場合、次のようになります。 

• ページに作成されている最後の注釈が選択されます。ページに注釈がない場合は、最後に使用されたタイプが選

択されます。 

• ゾーンの境界線はページに表示されません (画像ビュー)。 

  

注意: 透かしタイプの注釈はいつでも定義できるため、Readirisに文書がインポートされていない場合でも、注釈モード

は有効化されます。 
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注釈タイプ 

サポートされている注釈タイプは、次のとおりです。 

• 透かし 

• 自由テキスト 

• 付箋 

• 音声メモ 

• テキストの強調表示、下線、または取り消し線 

• ファイルの添付 

  

すべての注釈は、保存されると、特定の日付と作成者のユーザー名に関連付けられます。 

ページが変更された場合 (回転、テキスト編集など)、注釈は維持され、必要に応じて位置が再調整されたり回転されたり

します。 

  

ページの注釈を削除するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [PDFの注釈] リストで、削除する注釈タイプを選択します。 

2. [削除] ボタンをクリックします。 

画像ビューで: 

1. 注釈を右クリックします。コンテキストメニューが開きます。 

2. [削除] オプションをクリックします。 

 

注釈モードを終了するには、次の操作を行います。 

• [注釈] ペインの右上にあるXボタン ( ) をクリックします。 

  

PDFとしてエクスポートするには、次の操作を行います。 

PDF出力フォーマットに固有のオプションを参照してください。 
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警告: 

PDF以外のフォーマットを選択してエクスポートする場合は、警告ポップアップウィンドウが表示されます。注釈は、

PDF以外のフォーマットではサポートされていません。 

「このメッセージを今後表示しない」オプションを選択できます。 
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注釈タイプ 

透かし 

透かし注釈は、文書のページに上に描かれるテキストです。 

  

透かしを追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストから [透かし] を選択します。 

2. 任意のテキストを入力します。 

3. 編集オプションを使用します。 

  

編集オプション: 

• テキストの定義 

• テキストの方向: 水平または斜め 

• テキストの色 (カラーパレット) 

• テキストの不透明度 (透明度スケール) 

• テキストのサイズ (小から大) 

 

透かし編集のインターフェース 
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色と不透明度の簡易選択 

 

色と不透明度の高度な選択 

Macには、色の定義に使用するオプションのメニューがあ

ります。 

  

透かしのデフォルトの機能は、次のとおりです。 

• テキストは単一行です。 

• テキストは、ページに対し縦横の中央に配置されます。 

• テキストのフォントスタイルは事前に定義されています。 

• 透かしは、文書のすべてのページに追加されます。[ページ] パネルのオプションとして、選択したページのPDFエ

クスポートから透かしを非表示にすることができます。右クリックしてコンテキストメニューを開き、[PDFエク

スポートで透かしを非表示] オプションを選択します。 

 

  

注意: 

• PDFファイルにエクスポートする場合、透かしは恒久的に表示されます。表示または印刷時に非表示にすること

はできません。 

• 透かし属性は、新しい文書の作成が開始される際にリセットされませんが、Readirisにページがインポートさ

れていない場合でも設定または編集できます。 

• 透かしは、バッチ作成の文書、監視フォルダモードの文書、またはファイルエクスプローラ (Finder) で右ク

リックして変換された文書にも追加されます。 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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自由テキスト 

自由テキスト注釈は、文書のページ上に追加される1行以上のテキストです。 

  

自由テキストを追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストから [自由テキスト] を選択します。 

2. 自由テキストを表示するページ内の場所をクリックします。テキストは長方形のボックスに配置されます。ボッ

クスの内側をもう一度クリックすると、キーボードの点滅カーソルが表示されます。 

3. テキストを入力します。ボックスの高さは必要なスペースにフィットするように自動調整されます。ボックスの

幅は、カーソルが水平のサイズ変更アイコンになると変更できます。  

4. 自由テキストを選択して移動カーソルが表示されたら、その位置を移動できます。  

  

編集オプション: 

• テキストのフォントサイズ 

• テキストの色 (選択されている場合は、境界線と接続線): 簡易色選択または高度な色選択 

 

• テキストの整列: 左、中央、右 

• テキストの境界線 

• 接続線。接続線が選択されている場合、テキストボックスに小さな「尾」が付きます。その線の終点をページの

任意の場所に移動することができます (移動カーソル を使用)。終点を移動すると、接続線が注釈テキストの上に

に描かれないように、始点の場所が自動的に更新されます。 
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自由テキストのデフォルトの機能: 

• テキストは、半透明な白い背景上に描かれます。こうすることで、その後ろにあるコンテンツが完全に隠れるこ

となく読みやすくされています。 

• テキストのフォントスタイルは事前に定義されています。 

• 接続線の幅は、境界線と同じ幅です。 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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付箋 

付箋注釈は、文書のページにアイコンとして表示されます。アイコンをクリックすると、ポップアップウィンドウにテキ

ストコンテンツが表示されます。 

  

付箋を追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストから [付箋] を選択します。 

2. [タイプ] ドロップダウンリストから付箋のタイプを選択します。 

3. 付箋の色を選択します。 

4. 付箋を表示するページ内の場所をクリックします。注釈が作成されます。テキストコンテンツはまだ空の状態で

す。 

5. アイコンに付随するテキストボックスにテキストを入力します。 

6. 付箋を選択して移動カーソルが表示されたら、その位置を移動できます 

  

編集オプション: 

• アイコンの色: 簡易色選択または高度な色選択 

 

• 付箋には次のようなタイプがあります。 

o コメント: 吹き出しのアイコンで示されます  

o 重要: 星型のアイコンで示されます  

o メモ: 情報マークのアイコンで示されます  

o ヘルプ: ヘルプアイコンで示されます  

o 挿入: プラスアイコンで示されます  

o 質問: 疑問符アイコンで示されます  

o 注意または警告: 感嘆符アイコンで示されます  
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• テキストコンテンツ: テキストは、アイコンをクリックして表示されるポップアップウィンドウ内で編集します。

ポップアップウィンドウのサイズは、カーソルがサイズ変更の矢印   になった場合に、ウィンドウの下側のコ

ーナーを操作して調整できます。 

 

  

注意: 付箋に使うテキストの色またはフォントを編集することはできません。PDFフォーマットではサポートされていま

せん。 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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音声メモ 

音声注釈は、ファイルに埋め込まれた短い録音です。  

文書のページにスピーカーアイコンとして表示されます 。 

  

音声の録音を追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストから [音声メモ] を選択します。 

2. 音声メモのアイコンを挿入するページの場所をクリックします。 

3. 録音ボタンを使用して、音声注釈を録音します。 

4. 音声コメントを選択して移動カーソルが表示されたら、その位置を移動できます。 

  

編集オプション: 

• アイコンの色: 簡易色選択または高度な色選択 

 

• 録音ボタン: 

o 録音: [録音] をクリックすると、録音が開始します。ラベルが「録音中...」となり、時間の経過を確認で

きます。 

o 停止: [停止] をクリックすると、録音または再生が停止します。 

o 一時停止: [一時停止] をクリックすると、録音または再生が一時停止します。[録音]、[再生]、または [

一時停止] ボタンをクリックすると、それぞれの動作が再開します。 

o 再生: [再生] をクリックすると、録音が再生します。ラベルが「再生中...」となり、録音の経過時間を確

認できます。 

 

録音ボタンのみ 
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音声注釈の全インターフェース 

  

音声記録のデフォルトの機能: 

• 録音ボタンは関連性のある場合にのみ有効化されます。 

• 既存の録音が上書きされる前に、確認ボックスが表示されます。  
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• 音声メモの登録には、Macの内蔵マイクが使用されます。 音声入力用のデバイスを変更するには、[システム基本

設定] のサウンドの項目を参照してください。MACヘルプではより詳しい情報を確認できます。 

 

  

PDFエクスポートの音声注釈を再生するには、次の操作を行います (Acrobat Reader)。 

1. スピーカーアイコンをクリックします 。デバイスのデフォルトの音声出力で、録音が再生されます。 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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テキストの強調表示、下線、または取り消し線 

これらのテキスト注釈により、既存のテキストにグラフィック効果が追加されます。 

  

既存のテキストに強調表示、下線、または取り消し線を追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストにある3つのタイプのうち1つを選択します。 

2. 画像ビューでテキストを選択することによって、強調表示、下線、または取り消し線を作成します。 

3. 注釈は、選択が完了すると作成されます。 

  

編集オプション: 

• 注釈の色: 簡易色選択または高度な色選択 

 

• コメントを追加する: 一部のPDFビューアでは、このコメントはマウスカーソルが表示付きのテキストの上に移動

したときに表示されます。 
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注意: 1つの同一のテキスト選択のタイプは、保存後に変更または編集できません。この場合、一旦削除してからもう一度

作成する必要があります。 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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ファイルの添付 

ファイルの添付注釈は、文書内の選択した場所にファイルを埋め込むため、PDFとしてエクスポートした後に、そのファ

イルを開いて表示することができます。ファイルをコメントとして添付することによって、付箋やテキストボックスに簡

単に貼り付けられない長い文書を参照することができます。添付を表示するには、その添付を開くことのできるアプリケ

ーションがインストール済みである必要があります。 

  

ファイルの添付を追加するには、次の操作を行います。 

[注釈] ペインで: 

1. [注釈タイプ] ドロップダウンリストから [ファイルの添付] を選択します。 

2. 添付ファイルのアイコンを表示するページ内の場所をクリックします。クリップのアイコンが表示されます  

3. ファイルのブラウザウィンドウが開きます。添付するファイルを選択します。 

4. 注釈が作成されます。ファイルの添付の名前がカラーパレットの上に表示されます。 

5. アイコンを選択して移動カーソルが表示されたら、その位置を移動できます。  

  

編集オプション: 

• アイコンの色: 簡易色選択または高度な色選択 

 

• コメントの追加: 一部のPDFビューアでは、このコメントはマウスカーソルがアイコンの上に移動したときに表示

されます。 

 

  

注釈モードに関するその他の一般情報については、「注釈の使用」の章を参照してください。 
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セクション 10: エクスポートの設定 

上部のツールバーには、文書をPDF、DOCX、およびXLSXとしてエクスポートするためのデフォルトのエクスポートボ

タンが3つあります。 

お気に入りの出力フォーマットを変更するには以下を参照してください。 

  

文書を直接エクスポートするには、次の操作を行います。 

• [エクスポート] ボタンを1つクリックします。 

 

• 文書の名前を入力し、保存先を選択します。 

 

• [PDFとしてエクスポート] を選択すると、現在の文書を既存のPDFファイルに追加する選択肢が与えられます。 

• それを行うには、[既存のPDFファイルに追加] を選択します。 

• 次に、現在の文書を追加するPDFファイルを選択します。 

• [保存] をクリックします。選択されたフォーマットのデフォルトのアプリケーションで、処理された文書が開き

ます。 

例: PDFの場合はPreview、Wordの場合はPagesなど。 

[エクスポート] ボタンのデフォルト設定を変更するには、次の操作を行います。 

• [オプション] メニューが表示されるまで、[エクスポート] ボタンをクリックして数秒間押さえたままにします。 

• [オプション] メニューにカーソルを移動して開きます。 

 

• ここで、すべての関連するオプションを変更し、保存先を変更できます。 

  

  

file:///c:/c:/users/sandra.jonckheere/onedrive%20-%20canon%20emea/ri17-mac-translations/japanese/readiris%2017%20mac/%23to_select_a_different_output_format_than_the_ones_offered_by_the_default_export_buttons:
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デフォルトのエクスポートボタンが提供する出力フォーマット以外のフォーマットを選択するには、次の操作を行います

。 

• [エクスポート オプション] をクリックします。 

このメニューには、利用できるすべての出力フォーマットが表示されます。 

• [その他] リストから [お好み] リストに、必要な出力フォーマットをドラッグします。任意の位置にドラッグアン

ドドロップして、お気に入りの順序を変更できます。 

ヒント: [その他] リストで   ボタンをクリックすると、そのフォーマットを直接お気に入りの最初の項目に

設定します。 

 

概要は、「出力フォーマットの選択」を参照してください。 

 

新規プロジェクトの作成 

文書のエクスポートが完了し、新しいプロジェクトを開始するには、上部のツールバーで [新規] をクリックします。 

このコマンドによって、Readirisから文書が削除されます。 
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出力フォーマットを選択する 

Readirisで処理した文書は、プレーンテキスト ファイルから、完全フォーマット済みWordファイル、スプレッドシート 

ファイル、PDFファイルに至るまで、多数の出力フォーマットで保存できます。Readirisを使用すると、画像PDF (テキ

ストを選択したりコピーできない) を、 完全テキスト検索可能なPDF文書に変換することもできます。 

利用できる出力フォーマットにアクセスするには： 

• 上のツールバーで [エクスポートオプション] をクリックします。 

• 希望の出力フォーマットを [その他] のリストから、[お好み] のリストにドラッグします。 

• [OK]をクリックして、設定を保存します。 

各対応出力フォーマットの概要を以下の項で説明します。これらの各出力フォーマットでは、それぞれ固有のレイアウト

オプションが利用できます。 
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PDF 

PDFは「Portable Document Format (ポータブルドキュメントフォーマット)」の略です。これは、文書の交換を容易に

する目的で、Adobe Systems Inc.によって開発されたフォーマットです。PDFファイルは、デバイスや解像度と一切関

係なく、あらゆるオペレーティングシステム (Windows、Mac OS、Linux、iOS、Androidなど) でも開くことができる

フォーマットです。 PDFファイルは、主に、保管目的で使用されます。PDFファイルのコンテンツは (簡単には) 編集で

きません。 

 

PDFオプション 

タイプ 

Readirisでは、4種類のPDFファイルを作成できます。 

• PDF画像-テキスト。最も一般的に使用されるファイルタイプです。これには、 認識されたテキストのレイヤーと

、そのテキストの上に配置される画像化された元の文書のレイヤーが含まれます。こうすることにより、認識さ

れたテキストにアクセスできると同時に、画像化された元の文書を見ることができるようになっています。 

注意: テキストは画像に覆われているため、認識ミスを視覚的に確認することはできません。 

  

• PDFテキスト-画像。このファイルタイプは、PDF 画像-テキストの逆です。これは、画像化された元の文書が背

景に埋め込まれ、認識されたテキストがその画像の上に配置されます。 

注意: このフォーマットでは、認識ミスがはっきりとわかります。 

  

• PDFテキスト。このファイルタイプには、認識されたテキストは含まれますが、画像化された元の文書は含まれ

ません。PDFファイルには、元の文書に含まれるすべての画像はグラフィックとして含まれます。 
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• PDF画像。このファイルタイプを選択すると、Readirisは文書に対してテキスト認識を実行しません。PDFファ

イルはテキスト検索可能なファイルではなく、画像化された元の文書のみを含みます。 

  

PDF/Aに準拠 (Readiris Corporateのみ) 

長期間のアーカイブに適したPDFファイルを作成します。 

フォントを埋め込む 

[フォントを埋め込む] オプションを使用すると、PDFファイルには、元の文書に含まれていたフォントが埋め込まれ (含

まれ) ます。これにより、他のユーザーが文書をコンピュータで開いたときに、文書に使用されている特定のフォントが

そのコンピュータにインストールされていない場合でも、元のフォントで表示することができます。 

フォントを埋め込むと、出力文書のファイルサイズが大きくなります。 

ブックマークの作成 

ブックマークは、PDF文書内に存在するリンクの一種であり、リンク先のセクションに関する情報が含まれます。ブック

マークは、PDF文書の構造を記述するものです。これは、[ナビゲーション] ペインの [ブックマーク] パネルでグループ化

されています。 

Readirisでは、[ブックマークの作成] オプションによって、PDFファイル内にある各テキストゾーン、画像ゾーン、およ

び表ゾーンのブックマークが作成されます。 

高速ウェブビューに対して最適化する 

このオプションは、WebサーバーからPDF文書を1ページずつダウンロードされるように再構成します。このオプション

は、クラウドに送信した文書にアクセスする際に便利です。 

iHQC圧縮 

Readirisでは、iHQCを使用して、PDF文書を超圧縮することもできます。iHQCはintelligent High-Quality 

Compression (インテリジェント高品質圧縮) の略で、I.R.I.S. 独自の効率性の高い圧縮技術です。MP3が音楽、DivX

が映画の圧縮技術であるのと同じように、iHQCは画像圧縮の技術です。 

iHQCは画像-テキストとPDF画像で利用できます。 

圧縮タイプを選択します。 

(Readiris ProおよびCorporate) 

• 良質 - 最良の互換性: ウェーブレット圧縮 (JPEG2000) と記号圧縮 (JBIG2) は使用されません。 

• 良好な圧縮 - 最良の互換性: 前のオプションと同じですが、背景と前景の画像の圧縮因子が大きくなります。 

(Readiris Corporateのみ) 

• より良い圧縮 - 良好な互換性: 記号圧縮 (JBIG2) は使用されますが、ウェーブレット圧縮 (JPEG2000) は使用さ

れません。 

• より良い圧縮 - 良質: 中程度の圧縮因子で、記号圧縮とウェーブレット圧縮が使用されます。 

• 最良の圧縮 : さらに高い圧縮因子で、記号圧縮とウェーブレット圧縮が使用されます。 
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• カスタム: 記号圧縮、ウェーブレット圧縮、および圧縮因子の使用を自由に設定できます。 

 

PDFパスワード 

(このセクションはReadiris Corporateのみに適用されます) 

Readirisで作成されたPDF文書をパスワードで保護することができます。文書を開くためのパスワードと文書の変更を制

限するパスワードを設定できます。 

• 文書を開くパスワードを設定した場合、出力されたPDFを開くときにそのパスワードの入力を求められます。 

• 許可パスワードを設定した場合は、セキュリティ設定で指定された操作のみを実行することができます。これら

の設定を変更する場合は、許可パスワードを入する必要があります。 

Readirisのセキュリティ設定は、Adobe Acrobatが提供する標準的な保護機能に類似しています。 

Readirisでは、文書を開くパスワードと許可パスワードは異なるものである必要があります。 
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PDF署名 

(このセクションはReadiris Corporateのみに適用されます) 

Readirisで作成されたPDF文書にデジタル署名を追加することができます。デジタル署名により、PDF文書を作成した人

が識別されます。 つまり、電子署名は作成者の身元を証明し、文書を認証し、PDF文書に意図しない変更が加えられるの

を防止します。 

注意: Readirisでデジタル署名を生成することはできません。Readirisで署名付きの文書を作成するには、デジタル証明

書を用意しておく必要があります。デジタル証明書は、Adobe AcrobatやKeychain Accessの証明書アシスタントを

使って作成するか、VeriSignなどの会社から取得できます。 

  

デジタル署名付きの文書を生成するには、次の操作を行います。 

• [署名] タブをクリックし、署名オプションにアクセスします。 

• [デジタルIDで署名する] を選択して、選択する証明書を参照します。 

• [OK] をクリックします。 

デジタル署名は、次回のPDFエクスポート以降で含められます。 

 

  

ヒント: ドロップダウンリストにIDが表示されない場合は、有効な証明書 (デジタルID) とそれに関連付けられた秘密

キーがKeychain Accessで利用できることを確認してください。 

証明書に関する詳細は、Adobeのドキュメンテーションを参照してください。 

デジタル署名を使用すると、Adobe Acrobat Reader DCの [署名] パネルに表示されます。 
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DOCX、ODT、RTF 

DOCX 

DOCXは、Microsoft Word 2008以降で使用される、テキストプロセッサ基準です。これは、Microsoft Windowsオペレ

ーティングシステムで使用されるアプリケーションの標準フォーマットです。 

DOCXはPages for Macでもサポートされ、レイアウトが簡素化されたDOCXはTextEdit.でサポートされます。 

ODT 

ODTは「Open DocumentText (オープン ドキュメント テキスト)」の略です。これは、オープンソースのファイルフォ

ーマットです。 

ODTはOpenOffice互換のテキストプロセッサで開くことができます。 

RTF 

RTFは、「Rich Text Formatting (リッチテキストフォーマット)」の略です。これは、文書の交換を容易にする目的で、

Microsoft社によって開発された無料文書ファイルフォーマットです。 

DOCXまたはODTフォーマットを使用する可能性のない場合には、RTFフォーマットをお使いください。Readirisで作成

されたRTF文書を開く際には、Microsoft Wordを使用するようお勧めします。 

レイアウトオプション 

レイアウトオプションは、ワードプロセッサ文書 (.docx、.rtf、.odt) を作成する際に、重要な役割を果たします。これ

によって、最終的な文書の外観がほぼ決定されます。 

下で、各レイアウトオプションで実行できること、および、実際の文書の例について説明します。 

注意：選択された出力フォーマットでレイアウトオプションが利用できない場合、そのオプションに対応していな

いことを意味します。 

• テキストの本文を作成というオプションは、連続して続くテキストの行を生成します。その結果、書式設定のな

いドキュメントになります。この場合、書式設定は、別のアプリケーションでユーザーが手で実行しなければな

りません。 

本文の例 
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• 文字と段落の書式を維持というオプションは、スキャンしたドキュメントの一般的な書式構造をそのまま維持し

ます。 

フォントのタイプ、サイズ、そしてスタイルは、文字認識の処理全般にわたって維持されます。 

各ブロックのタブとアライメントは、再現されます。 

テキストブロックと列は、再現されません。段落は、単純に後に続けられることになります。 

表は、再度正しくキャプチャされます。 

語と段落の書式設定の例 

 

• 原本の文書を再現のオプションは、ドキュメントのレイアウトをオリジナルのレイアウトにできるだけ近い形で

維持しようとします。 

テキストブロック、表、および写真は、オリジナルと同じ場所に再現されます。 

文字と段落の書式は維持されます。 

ハイパーリンクも再現されます。 

再現された元の文書の例 
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• [フレームの代わりに段組を使用]オプションでは、テキストフレームの代わりに段組が作成されて、ペー

ジ上の情報が配置されます。 

段組みされたテキストは、複数のテキストボックスのあるドキュメントに比べ、編集が楽です。テキ

ストは、一つの段から次へと自然に流れます。 

注意：元の文書に段組を検知できない場合は、代わりにフレームが使用されます。 

ヒント： Word のドキュメントを作る時は、このオプションを使ってください。 

• 段区切りを挿入のオプションは、各段の最後にハードな段区切りを挿入し、それより前にあるテキストの

書式を維持します。編集、追加、または削除されたテキストは、どのような場合もその段の中に留まり、

如何なるテキストも自動的に段区切りを超えて続くことはありません。 

ヒント：もし、本文のテキストが段組みを含んでいる場合は、この（段区切りを挿入）のオプショ

ンを無効にしてください。 

テキストの一つの段から次の段への自然な流れを確実にすることができます。 

• ページ背景として画像を追加のオプションは、スキャン済みの画像をページの背景として、認識されたテ

キストの下に配置します。 

注記： このオプションを採用すると、出力ファイルのサイズが、大幅に増加します。 

PDF テキスト-画像のファイル形式は、PDF ファイルを同じ方法で変更したものです。 

上で説明したようにファイルのサイズを大きくしたくない場合は、[背景のカラーを保持]オプション

を選択してください。これで、劇的な減少とはいかないまでも、より小さくコンパクトなサイズのフ

ァイルが生成されます。 

• [段落にラインを結合]オプションは、段落自動検出を有効にします。 

Readirisは、新しい段落が始まるまで認識したテキストをワードラップし、行末のハイフンで分割された単

語を連結します。 

• [画像を含む] オプションを選択すると、出力文書に画像が含まれます。 

レイアウトされたテキストだけが必要な場合は、このオプションを解除してください。 

• [テキストのカラーを保持] オプションは、認識処理に際してテキストオリジナルの色を維持します。 

• [背景のカラーを保持]オプションは、各文書の背景のカラーを再作成します。 

画像オプション 

[画像オプション] は、出力文書内の画像をどのように (すなわち、カラーか白黒か) 表示させるかを決定します。解像度

も定義できます。 

注意：画像に対応しない出力フォーマットやアプリケーションを選択した場合、Readirisでは [画像オプション] は

利用できません。 

各オプションについて下で説明します。 

色のタイプ 

初期設定では、Readirisは画像を元の色の濃さで保存します。 

Readirisは白黒、グレースケール、カラーで画像を保存することもできます。 
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画質 

画質は、[低品質]、[標準品質]、[高品質]のいずれから選択できます。 

解像度 

初期設定では、Readirisは元の解像度を維持します。 

また、解像度を低dpi (50 ～ 300 dpi) に下げるオプションも選択できます。 

解像度を上げることはできないので注意してください。 

ページサイズオプション 

Readirisでは、スキャンしたり開いたりする文書のページサイズは、出力文書のページサイズと同じである必要はありま

せん。 

DOCX、XLSX、ODT、RTF、HTMLの各文書を作成する際には、希望のページサイズを選択することができます。 

 

• [入力画像サイズを使用する] を選択すると、元のファイルとまったく同じサイズの出力文書が作成されます。 

• 文書を印刷する目的などで、標準ページサイズを使用したい場合は、[標準サイズリストから最初にフィットする

サイズを使用する] を選択します。 

• 続いて、お好みのページサイズを選択します。 

• 次に、選択されたページのサイズを、お好みの順に並べ替えてください。 

Readirisは、リスト中の最初のページサイズを使用します。文書がページサイズに対して大きすぎる場合、

Readirisは、リスト中の2番目のページサイズを使用します。 

ですから、リストの一番上に、お好みのページサイズをドラッグしておいてください。 

• 終了したら、[OK]をクリックして、設定を保存し、閉じます。 

ヒント：初期設定に戻すには、[デフォルト] をクリックします。 
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ePub 

ePubは、国際電子出版フォーラム (International Digital Publishing Forum、IDPF) が普及促進している公開された無

料の電子書籍用ファイル・フォーマット規格です。EPUBはリフロー型内容用に設計されています。すなわち、内容の表

示が、それを開く端末の形式に自動的に適合するようになっていることを意味します。EPUBは等幅レイアウト内容もサ

ポートします。 

Readirisは、ePubファイルで、テキストの本文しか作成しません。これには画像は含まれません。 

テキストオプション 

初期設定では[段落にラインを結合]オプションが選択されています。Readirisは、新しい段落が始まるまで認識したテキ

ストをワードラップし、行末のハイフンで分割された単語を連結します。 
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HTML 

HTMLは「Hypertext Markup Language (ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ)」の略です。これは、Webペー

ジでよく用いられるマークアップ言語です。これは、文書中のテキストベースの情報の構造やフォーマットを記述するた

めの方法を提供します。このファイルフォーマットは、Microsoft Excel、SafariなどのWebブラウザ、Adobe 

DreamweaverなどのWebページエディタで開くことができます。 

注意：HTMLは、Evernoteに文書を保存する際に推奨されるフォーマットです。 

  

レイアウトと画像オプション 

DOCX、ODT、RTFと同じ [レイアウト] および [画像] オプションが利用できます。 
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XLSX 

XLSXは、Microsoft Excel 2008以降で使用される、スプレッドシートファイルフォーマットです。XLSXファイルは

Open XML基準を使用して作成されます。XLSXファイル内の各セルは、異なるフォーマットに設定することができます

。 

レイアウトオプション 

ワークシート 

• [1ページに1つのワークシートを作成する]オプションは、スキャンしたページごとにワークシートを1つ作成し

ます。 

ページに表とテキストがある場合は、すべてが同じワークシート内に配置されます。 

• [表ごとに1つのワークシートを作成する]オプションは、別個のワークシートに各表を配置し、認識したテキスト

(表の外)を別のワークシートに入れます。 

処理した文書が複数ページに渡る場合は、ページごとに同様の処理が施されます。 

このオプションは、サイズや見出しが異なる表を処理する際に便利です。 

その他のオプション 

• [語のスタイルとテキストの段落を保持する] オプションで、スキャンされた文書の書式構造全般が維持されます

。 

フォントのタイプ、サイズ、そしてスタイルは、文字認識の処理全般にわたって維持されます。 

各ブロックのタブとアライメントは、再現されます。 

テキストブロックと列は、再現されません。段落は、単純に後に続けられることになります。 

表は、再度正しくキャプチャされます。 

写真はキャプチャされません。 

• 表の外のテキストをすべて無視というオプションは、表を保存してその他すべての認識結果を無視します。 

表の中のデータはすべて取得されますが、表の外のデータは取得されません。 

画像例 

 

• [データを数字に変換]オプションは、認識した画像を数字に変換します。 

その結果、これらのセルで演算操作が行えます。テキストのセル (すべての表で) はテキストのまま残ります

。 

表の中のデータだけが、数字に変換されることにご留意ください。 
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• [段落にラインを結合]オプションは、段落自動検出を有効にします。 

Readirisは、新しい段落が始まるまで認識したテキストをワードラップし、行末のハイフンで分割された単

語を連結します。 

• [テキストのカラーを保持] オプションは、認識処理に際してテキストオリジナルの色を維持します。 

• [背景のカラーを保持]オプションは、各文書の背景のカラーを再作成します。 

注意：スプレッドシート アプリケーションでは、このオプションは、各セルの背景のカラーを再現します。 

 

ページサイズ 

DOCX、ODT、RTFと同じ [ページサイズ] オプションが利用できます。 
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プレーンテキスト 

プレーンテキストは、未フォーマットのテキストが含まれている、標準テキスト文書を生成します。プレーンテキストフ

ァイルは、どんなテキスト編集アプリケーションやワードプロセッシングアプリケーションでも開くことができます。 

テキストオプション 

初期設定では[段落にラインを結合]オプションが選択されています。Readirisは、新しい段落が始まるまで認識したテキ

ストをワードラップし、行末のハイフンで分割された単語を連結します。 
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音声 

[.aiff] は、音声データの保存に使用される標準音声ファイルフォーマットです。文書を .aiff 形式で保存すると、テキス

トを読み上げることができます。 

テキストからスピーチへの変換のオプション 

• [ボイス] リストをクリックして、テキストを読み上げるボイスを選択します。 

(*) の付いた音声はダウンロードしなければ使用できません。 

• [話す速度] スライダーで速度を調整します。 

 

ヒント：出力を直接読み上げるには、[送信先] タブをクリックし、[アプリケーションで開く] を選択してから、サポ

ートされているアプリケーションを選択します。 
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画像 

Readirisはテキスト認識アプリケーションですが、文書を画像ファイルとして保存することもできます。 

画像オプション 

出力フォーマットとしては、次の各画像ファイルフォーマットがサポートされています。TIFF、PNG、JPEG。 

文書を画像ファイルとして保存する他の方法 

• Ctrlを押したまま文書内の画像領域をクリックし、[画像としてコピー] を選択します。 

このコマンドで、画像がクリップボードに保存されます。 

• これで画像を別のアプリケーションに貼り付けることができます。 

 

• または、[ページ] パネルまたは [サムネイル] 表示からデスクトップにサムネイルをドラッグしても、ページ全体

がJPEG画像として保存されます。 
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送信先を選択する 

Readirisで処理した文書は、さまざまな送信先に送信することができます。ファイルとしてローカルに保存したり、サポ

ートされているアプリケーションで開いたり、Evernote、Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDriveおよびBoxの

オンラインストレージシステムに送信できます。Readiris Corporateを使用すると、文書をMicrosoft SharePointにもエ

クスポートできます。 

送信先オプションにアクセスする方法： 

• いずれかの [エクスポート] ボタンを押したまま、[オプション] メニューが表示されるまで数秒待ちます。 

 

注意：別の出力フォーマットを使用したい場合、上のツールバーで [エクスポートオプション] をクリックし

ます。 

• カーソルを [オプション] メニューの上に置いて開きます。 

• 次に [送信先] タブをクリックします。 

 

• [ファイル] を選択して文書を保存します。 

この場合、文書は、単にコンピュータの中に保存され、後日エクスポートして共有できます。 

Readirisで開いたページは、出力フォーマットとして画像ファイルを選択した場合を除き、1つの出力ファ

イルに保存されます。この場合、Readirisは、各ページを、別々の画像ファイルとして保存します。 

• [アプリケーションで開く] を選択してエクスポート後直ちに文書を開きます。 

選択した出力フォーマットに対する、Mac上のデフォルトのアプリケーションが選択されます。別のアプリ

ケーションを選ぶには、リストの内側をクリックし、[アプリケーションを選択する] をクリックします。 

• [オンラインに保存] を選択して、文書を設定されたオンラインのストレージシステムに送信します。 

インターネット接続が必要となります。 

• リストから必要なストレージシステムを選択します。 

リストにストレージシステムが一切見当たらない場合、現時点では未設定であることを意味します。 
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• [アカウント] をクリックして新規のオンラインストレージシステムを設定します。その方法については、

「オンラインのストレージシステムを設定するには」をご覧ください。 

• 完了したら、OKをクリックします。 
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オンラインストレージシステムを設定するには 

重要：ストレージシステムの有効なアカウントがなければ、そのオンラインストレージシステムを設定することはできま

せん。 

ストレージシステムの設定は、[エクスポートオプション] > [送信先] タブ > [オンラインに保存] > [アカウント.] でも

実行できます。 

 

または、[Readiris] メニュー > [基本設定] > [アカウント] 経由でも設定できます。 
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アカウントを設定するには： 

• ウィンドウの一番下にある＋記号をクリックします。 

• [アカウントタイプ] リストからアカウントを選択します。 

 

Google Drive、Dropbox、OneDrive、EvernoteおよびBox 

• 電子メールとパスワードを入力して、[サインイン] をクリックします。 

• Readirisにあなたのアカウントへのアクセスを許可するオプションを選択します。 

• 文書のエクスポート先フォルダを選択して、[終了] をクリックします。 

各タイプの複数のアカウントを追加することができます。 

アカウントを設定すると、デフォルト設定では、[アップロード名と保管場所を要求] オプションが選択されます。このオ

プションを選択したままにしておくと、文書をエクスポートするたびにファイル名とエクスポート場所を入力するよう指

示されます。この手順を省略するには、このオプションの選択を解除します。Readirisはこれで、デフォルトに設定され

ているエクスポート場所を使用し、元の文書名を保ちます。 

デフォルトに設定されているエクスポート場所を変更するには、[編集] をクリックして、別の場所を選択します。 

 

Evernoteアカウントを設定している場合、デフォルト設定では、[アップロード後同期する] オプションも選択されます

。このオプションを選択したままにしておき、Evernoteアプリケーションがインストールされており、Mac上で正しく設

定されている場合、Evernoteサーバーに複数の文書をアップロードした後、ReadirisはEvernoteに同期コマンドを送信

します。 
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Microsoft SharePoint 

• ユーザー名とパスワードを入力します。 

• 接続先のサーバを入力します。 

• 続いて、[続行] をクリックします。 

• エクスポート先のフォルダを選択します。 

• 必要に応じて [内容のタイプ] を選択します。 

オンラインストレージシステムの削除 

Readiris の設定からオンラインストレージシステムを削除するには： 

• 上で説明したように、設定したアカウントにアクセスします。 

• 削除したいアカウントを選択します。 

• 続いて、ウィンドウの一番下にある － 記号をクリックします。 
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セクション 11: 文書のバッチ処理 

バッチプロセス中 

(この項目はReadiris Corporateのみに適用されます) 

画像ファイルのバッチ全体を処理する際には、Readirisの「バッチプロセス中」フォルダを使用することができます。「

バッチプロセス中」は、特定フォルダ内にあるスキャンした画像すべての認識を実行します。文書のフォルダの場所を

Readiris に指定し、処理を開始すると、すべての文書が所定の出力フォーマットに変換されます。 

バッチプロセスを開始する方法： 

• [プロセス]メニューから[バッチプロセス中]をクリックします。 

 

 

• [画像入力フォルダ] を選択します。 

これは、文書がスキャンされるフォルダです。 

• 出力フォーマットを選択します。 

詳しくは[出力フォーマットの選択]の項を参照してください。 

• [出力フォルダまたはアカウント] を選択します。 

これは、処理された文書が保存されるフォルダまたはアカウントです。 

注意：クラウドアカウントを選択するには、最初に [Readiris] > [基本設定] > [アカウント] で設定する必要が

あります。 

詳しくは[送信先の選択]の項を参照してください。 

重要：監視フォルダとしても使用される出力フォルダを選択しないでください。 

  



セクション 11: 文書のバッチ処理 

104 

バッチプロセス中オプション 

• 入力フォルダのサブフォルダを処理したい場合には、[サブフォルダの処理] を選択します。 

• Readirisのテキスト出力フォルダ内で、既存の出力ファイルを上書きしたい場合、[テキストファイルの上書き] 

を選択します。 

• Readirisに、処理後に入力フォルダから原本の画像を削除させたい場合、[処理後にイメージを削除] を選択しま

す。 

オプションの選択が終了したら、[OK] をクリックすると、Readirisは、フォルダのバッチ処理を開始します。 

Readirisは、サポートされているすべてのファイルフォーマットの画像を処理します。特定のファイルフォーマッ

トのファイルだけに認識を限定することはできません。 

認識された文書は、元の画像ファイルと同じファイル名になります。 

バッチごとに、処理日、文書名、パスが記載されたログファイルが作成されます。 
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監視フォルダ 

(この項目はReadiris Corporateのみに適用されます) 

文書供給装置の付いたスキャナで大量の文書全体をスキャンする必要がある場合、たとえば、Readirisの「監視フォルダ

」機能が使用できます。すると、Readirisで監視されている特定のフォルダのすべての文書をスキャンすることができま

す。Readirisによって監視フォルダの中に新しいフォルダが発見されると、それが処理されて出力フォルダに送信されま

す。 

監視フォルダをセットアップするには、次の操作を行います。 

• [プロセス]メニューから[監視フォルダ]をクリックします。 

 

 

• [画像入力フォルダ] を選択します。 

これは、文書がスキャンされるフォルダです。 

• 出力フォーマットを選択します。 

詳しくは[出力フォーマットの選択]の項を参照してください。 

• [出力フォルダまたはアカウント] を選択します。 

これは、処理された文書が保存されるフォルダまたはアカウントです。 

注意：クラウドアカウントを選択するには、最初に [Readiris] > [基本設定] > [アカウント] で設定する必要が

あります。 

詳しくは[送信先の選択]の項を参照してください。 

重要：監視フォルダとしても使用される出力フォルダを選択しないでください。 
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監視フォルダのオプション 

• 監視フォルダのサブフォルダを処理したい場合には、[サブフォルダの処理] を選択します。 

• Readirisのテキスト出力フォルダ内で、既存の出力ファイルを上書きしたい場合、[テキストファイルの上書き] 

を選択します。 

• 処理後にReadirisの監視フォルダから原本の画像を削除したい場合、[処理後にイメージを削除] を選択します。 

オプションの選択が終了したら、[OK] をクリックすると、Readirisは、監視フォルダの監視を開始します。 

Readirisは、そのフォルダ内で見つけた画像を処理します。 

 

Readirisを終了した後も、監視は継続されます。 

Readirisで監視されている間に、監視フォルダに文書を追加する方法： 

• 監視フォルダに文書をスキャンします。または、 

• 既存の画像ファイルを監視フォルダに移動させます。 
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操作手順 

Readirisでスキャナを構成する方法 

Readirisは、Twain 1.9準拠スキャナ、画像キャプチャ準拠スキャナ、IRIScan 3以降のスキャナをすべてサポートし

ます。 

大部分の画像キャプチャ準拠スキャナはプラグアンドプレイです。ただし、Macにドライバをインストールしなければ、

Twainスキャナを使用することはできません。 

Twainスキャナ 

• お使いのMacにスキャナを接続し、電源を入れます。 

• お使いのスキャナのTwainドライバをインストールします。 

通常、ドライバは、お使いのスキャナに同梱されているCD-ROMか、スキャナメーカーのWebサイトにあり

ます。I.R.I.S.ではドライバを提供しません。スキャナドライブの一部は、Mac OS最新バージョンで稼動し

ない場合がありますのでご留意ください。サポ－トされているプラットフォームに関しては、スキャナに同

梱されていた文書をご参照ください。必要に応じて、スキャナのメーカーにお問合せください。 

IRIScanスキャナ 

• お使いのMacに*IRIScanスキャナを接続し、電源を入れます。 

• お使いのスキャナのTwainドライバをインストールします。 

*IRISCard Anywhere、IRIScan Anywhere、IRIScan Bookスキャナを使用する際には、ドライ

バをインストールする必要はありません。文書スキャン用のアプリケーションから利用できるようなTwain

ドライバに基づくスキャナではありません。これらのスキャナは、コンピュータに接続せずに、単体で使用

するように設計されています。スキャンされた文書はスキャナの内部メモリ (またはオプションのSDカード

やUSBフラッシュドライブ) に保存されます。スキャナを接続したり、お使いのMacにSDカードかUSBフラ

ッシュドライブを挿入すると、そこからReadirisに直接読み込まれます。 

スキャナドライバが正しくインストールされていることを確認する方法： 

• [Readiris] メニューで [基本設定] をクリックします。 

• [スキャナ] タブをクリックします。 

• すると、お使いのスキャナがリストされているはずです。 

 

ドライバが正しくインストールされていない場合、お使いのスキャナはリストされません。 

• スキャナの設定が終わったら、出荷時のスキャナ設定を使って、スキャンを開始することができます。 
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バーコードを認識する方法 

Readiris は、レーザープリンタやインクジェットプリンタで印刷された最も普及している2Dバーコードに対応していま

す。 

Readiris Corporateでは、バーコードを利用して、大量文書の分割をすることができます。この場合、バーコードの内容

はテキストに変換されず、分割を実行するためにのみ使用されます。 

 

 

手動でバーコードを認識する 

• 文書を [スキャン] するか [開き] ます。 

• [画像とレイアウトの編集] ツールバーで [レイアウト] アイコンをクリックします。 

 

• 次に、表示されたメニューで [バーコード] アイコンをクリックし、バーコード領域の周囲にフレームを描きます

。 

• [レイアウト] ツールバーを閉じ、文書を処理します。バーコードの内容も処理されます。 

特別なバーコードの認識 

特別なバーコードを使用する必要がある場合： 

• 前のステップを繰り返して、バーコード領域を描きます。 

• Ctrlをを押したままバーコード領域をクリックし、[データとしてコピー] をクリックします。 

バーコードの認識された内容が、クリップボードにコピーされます。そこから、別のアプリケーションに貼り付け

ることができます。 

文書を分割するためにバーコードを認識する 

(この項目はReadiris Corporateのみに適用されます) 

バーコードを分割のための区切りとして利用し、大量文書の分割をすることができます。Readirisは、バーコードのある

ページを自動的に検出し、そのページを新しい文書の表紙とすることができます。 

• [設定] メニューから [文書の分割と見出し作成] をクリックします。 

• [バーコードで表紙を検出] を選択します。 

必要な場合は、Readirisが検索すべき特定の内容を指定します。詳細に関しては、[大量の文書を分割する方

法]をご参照ください。 

注意：バーコードの読み出し結果は、XMLの見出しにも含むことができます。[XML見出しの生成]オプショ

ンを選択して、[見出しに表紙のテキストを含める]ボックスにチェックマークを入れます。 

• [OK]をクリックして、設定を保存します。続いて、文書を処理します。 
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最良の認識結果を得る方法 

Readirisで分析された画像の認識精度が不十分な場合、ページサムネイルと上のツールバーの下の両方に警告信号が表示

されます。 

 

 

認識結果に満足できない場合、さまざまな原因が考えられます。これは認識結果の質は、さまざまな因子に左右されるか

らです。このトピックでは、認識結果に影響を及ぼす因子をリストアップします。 

• 文書の言語 

言語リストから適切な言語を選択してください。詳しくは[文書の言語を選択]セクションを参照してください。 

• スキャンされる文書の質 

• スキャンされる文書の文字が明るすぎたり、濃すぎると、Readirisは認識しづらくなります。幸い、スキ

ャンされた文書の質が調整できる機能があります。その方法については、「画質を調整する」セクション

を参照してください。 

• デジタルカメラの画像の焦点が合っていない、または照明条件が良くない場所 (輝度不足、反射、コント

ラスト不足など) で撮影された場合、Readirisで認識する際にも問題が生じます。デジタルカメラの画像

の正しい処理方法については、「デジタルカメラの画像を開く」と「スキャンした文書を最適化する」 > 

「デジタルカメラの画像の傾き補正」セクションを参照してください。 

• スキャナの設定 

文書のスキャンにスキャナを使用する場合、画像の質はスキャナの設定にも関係してきます。 

• 通常の文書ではスキャン解像度を300 dpiに設定し、小さな文字やアジア言語の場合は400 dpiに設定し

てください。 

• 文書がスキャンされたことを確認すれば、テキストは正しい向きになります。必要に応じて、Readirisで

画像を回転します。 

• 文書が補正されていないことを確かめます。 

スキャナが正しく設定されているかどうかを確認するには、「 文書のスキャン」と「前処理オプション」、「ペー

ジ分析オプション」セクションを参照してください。 

上記の項目を確認したとしても、低品質の画像は正しく認識されませんのでご注意ください。 
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デジタルカメラの画像の処理方法 

「デジタルカメラの画像を開く」と「デジタルカメラの画像の傾き補正」をご覧ください。 
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特定ゾーンのコンテンツを保存するには 

文書全体を保存するだけでなく、次のようにして、特定のゾーンのコンテンツを保存することもできます (レイアウトモ

ードまたはデフォルトモード)。 

• Ctrlキーを押したまま認識するゾーンをクリックします。 

• 次に、[...としてコピー] をクリックします。  

• 結果がクリップボードにコピーされます。これで、ほかのアプリケーションに貼り付けることができるようにな

りました。 

接続が正しく設定されていれば、Evernoteに直接コンテンツを送信することもできます。 
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文書を分割する方法 

(この項目はReadiris Corporateのみに適用されます) 

文書供給装置を装備したスキャナなどで大量の文書をスキャンしたり、Readirisで多数の画像ファイルを読み込む場合、

一つの文書がどこで終わり次の文書が始まるかを示すことができると便利です。このため、Readirisでは、文書ごとに別

々の出力ファイルを作成することができるようになっています。これにより、一度に1つの文書だけをスキャンしなくて

も済むようになります。 

例 

30ページの文書をスキャンする場合を仮定してみましょう。最初の10ページが文書1に属し、11ページから20ページが

文書2に属し、21ページから30ページが文書3に属しています。入力文書が3部から構成されていると指定すると、

Readirisは出力ファイルを3つ個別に作成します。 

  

用紙文書を選別する方法 

Readirisには、用紙文書を選別する方法が2つあります。その方法： 

• 白紙ページ 

この場合、2枚のページの間に白紙のページを挿入するだけで、新しい文書に切り替えることを指定できます。認

識後に、必要であれば、必要であれば、白紙のページを検出と同時に削除することができます。これを実行するに

は、[プロセス]メニューで[空白ページを削除する]コマンドをクリックしてください。 

• バーコードのある表紙 

この場合、文書の第1ページに、たとえば、バーコードの付いたステッカーを貼り付けることができます。 

注意：この手順を省略し、Readirisでスキャンされた画像を手動で分割することもできます。下の「画像ファイルを分割

する方法」をご覧ください。 

  

文書区切りオプションにアクセスする方法： 

• [設定]メニューをクリックし、[文書の選別と見出しの作成]をクリックします。 

• 次に、 [白紙ページを検出]、または [バーコードで表紙を検出] のどちらの分割方法を使用するかを指示します。 

表紙としてバーコードページを使用する場合、Readirisがバーコードページであると認識できるように、バーコー

ドに特定のデータを含めるよう指示することができます。たとえば、[内容]フィールドに、I.R.I.S.などの会社名

を挿入することができます。「I.R.I.S.」という情報が含まれているバーコードのみが表紙として印がつけられ、

これを使用して、大量の文書を別々の文書に選別します。スキャンした日程などに対応する変数を、バーコード内

容に追加することもできます。この変数は文書ごとに固有の情報に変換されます。 
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• Readirisで、処理をした文書の詳細を含むXMLの見出しファイルを作成したい場合、[XML見出しの生成] オプシ

ョンを使用します。 

文書ごとに1つのXMLの見出しファイルが作成されます。見出しファイルには、検出されたバーコード、ページの

範囲、出力ファイル名、表紙テキスト (選択した場合) などの詳細情報が含まれています。 

XMLの見出しに表紙のテキストを含めるには、それに対応するオプションを選択します。これらの読み込み結果は

、出力文書には含まれませんのでご注意ください。 

• 表紙にも、処理後の出力文書の中に含めたいコンテンツが入っている場合、[表紙を認識する] オプションを選択

してください。 

• 次に [OK] をクリックすると、設定が保存され、大量の文書の処理が開始されます。 

文書は選別され、別々の出力文書に保存されます。 

  

画像ファイルを分割する方法 

• メインツールバーの[開く]をクリックし、開きたい文書を選択します。 

[ページ] パネルに、ページサムネイルが表示されます。 

ヒント：大量の文書をスキャンする場合は、[バッチプロセス中]、または[監視フォルダ]機能を利用しま

す。 

• Ctrlを押したまま、新規文書を開始したいページをクリックしてから、[ここで分割] をクリックします。 

または、新規文書を開始したいページを選択してから、[編集] メニュー > [ここで分割] の順にクリックします。 

[ここで分割] コマンドは、既に先頭ページであるため、文書の最初のページに使用することはできません。 

複数のページを選択した上で、[ここで分割] を使用することもできません。 

• [ページ] パネルに、分割された文書が表示されます。 
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注意：サムネイル表示 ( ) では、概要が見やすくなるように、各新規文書が別々の行に表示されます。 

 

• [ページ] パネルでも、[サムネイル表示] でも、ページを別の場所にドラッグしたり、Readirisにドラッグアンド

ドロップ操作で新規ページを追加できます。 

ただし、文書2およびそれ以降の最初のページより前にページを移動したり、新規ページを挿入することは

できません。その一方で、文書1の最初のページの前に、ページを移動したり、新規ページを挿入すること

が可能です。 

• [エクスポート] ボタンをクリックして、文書を処理します。 

文書を結合する方法 

分割した文書を結合するには： 

• Ctrlを押したまま、文書の最初のページをクリックして、[文書を結合] をクリックします。 

または、文書の最初のページを選択して、[編集] メニュー > [文書を結合] の順にクリックします。 

• 選択した文書が、前の文書と結合されます。 

[文書を結合] コマンドは、最初の文書では動作しません。これは結合対象となる先行文書が存在しないため

です。 
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フォームを認識する方法 

Readirisは、複雑な書式を識別するようにデザインされていません。Readirisは、テキストの文字や数字の画像を実際の

テキストや数字に変換して文書を識別します。これと反対に、書式には、線や空欄やチェックボックスなど、多くの画像

的要素が含まれているので、Readirisのタスクが複雑になります。 

書式を識別しようとする際には、次の経験則に従ってください。Microsoft WordやiWork Pagesで、最初から割合簡単に

再構成できると思われる書式の場合には、Pages for MacやReadirisでその書式を処理できる可能性が高くなります。

Wordで再現すると非常に手間がかかるような書式は、Readirisの処理においても同様の負担になります。 

例 

Readirisで正しく処理できないと思われる書式 
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低解像度画像の処理の仕方 

Readirisで最良の結果を得るには、300 ないし 400 dpiの解像度が必要です。200dpi以下、もしくは600dpi以上の解像

度の画像をスキャンしたり、開こうとすると、Readirisは警告を表示します。 

こうした画像を処理しなければならない場合、最良の方法は、適切な解像度で画像を再スキャンすることです。それがで

きない場合、結果を改善するたにいくつかのヒントやこつがあります。 

ヒント 1 

不明の解像度(デジタルカメラの場合など)の画像や、ファイルヘッダが間違った解像度を表示している画像をスキャンす

る場合は、必ず[300dpiで処理]オプションを選択します。 

• [Readiris] メニューで [基本設定]をクリックします。 

• [前処理] タブをクリックします。 

• [300dpiで処理]オプションを選択します。 

このオプションを選択すると、Readirisで、画像は、300 dpiの画像と同様に処理されます。 

ヒント 2 (Readiris Corporateのみ) 

低品質の文書を処理する場合は、速度ではなく必ずOCR精度を重視するようにします。 

• [Readiris] メニューで [基本設定]をクリックします。 

• [ページ分析] タブをクリックします。 

• オプション[速度よりも精度を重視する]が選択されていることを確認してください。 

注記：低解像度のファックスを処理する場合、特別な手段を講じる必要はありません。Readirisは典型的なファックス解

像度の100 x 200 dpi (標準品質)、200 x 200 dpi (高品質) 、200 x 400 dpi (最高品質)を検知し、これらの画像を自

動的に前処理して、最適の結果が得られるようにします。 
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