
。装置構成

口 USB3.0接続・1

LAN接続

データエントリ時時
UE1290・500

パラメータ作成ツールゆ4

UE1291・500

サーバ ソフトウzアオプシヨン

。基本仕様
，，.・E
名称
出番

箆取面
箆取遠慮・8A4300文字手書｛相V分｝

A810文字活字｛輔U分｝
橿票 サイズ（mm)

紙厚包Irr骨纏量回｝
紙質

E・ 戸ロツノrウトカフ
愚大解像度（dpl)
暗闇 l:IJラー

｜グレースケール
形式 l:IJフー・グレースウール

12値
ホッパ曹量（mm)
スヲッカ曹量（mm)Iアヲセプト

｜リジエヲト
インタフェース
電温
消費電力側）
舛形寸法（帽×奥行×薗古）mm
質量（IQV

マ－？
7芋ヨ二戸

Z涙克ヨ二F

〈〉本体才プション

覆面ナン＇／ TUンク冒膚t赤色J

事面ナ'.:I/Tl」：'.17・構標旬

複写極東醗取繕構
漬字額取揖構

N6376-518A 
N6376-517A 

Itーコ－￥麗雇副構 I N6376-513A 
娃名知笥辞書 I N6376-516A 

く）OCR制御用ソフトウzア

二＝量呆［ 闘用PC

三三早

ーっ且
サーパ認鴎ソフトウzア時 ｜ 

UE1292-100 I 

事事モデル I 高速片薗毛デル I 高速両面王デル
N6376・SODA I N6376-501A I N6376-502A 

片田 岡田
120 210 
300 420 

74×52～420><305 
40.7～209.3(35～180) 
OCR用紙、上質量L普通紙、再生紙、シーリング葉書、ノーカーポン紙
仏紙、B紙、C曜日
赤／宵／鰻／マルチ
600 
フルカラー（24blt)
2、16、256幅四
BMP /JPEG/TIFF (JPEG圧錨l/PNG/PDF
BMP/TIFF仇凧NJ.、附iEE縮、非圧縮｝
55(550枝 1.4l!/nlの場合）
55(550依 1.4l!/nlの場合）
10(100按 1.4l!/nlの場合）
USB3.0 (Super S田 edJ ケブJレ長20m 種準語付
AC1 OOV S0/60Hz 
運転時265以下｛量lttJモ一戸時3.2以下、待樋電力0.5以下1
450X545X435（ホッIf.スタッカ含まず）
約49（スヲッカ含ま桐

敏字、英字ぴot"i司、カナ、記号、漢字
OCR-BC数字、英字、E号｝、OCR-KCカナ｝、E13B‘氾M407、7目、マル
チフォント徽字．英字、配号、力ナ）、漢字伽S明朝、MSゴシッヲ、平成
明朝、平成ゴシッフ｝
E晶認し.MS晶、手宝：＇！）？弓ーヲ
NW7,JAN8、JAN13.CODE128、G51-128(EAN-12旬、
CODE39、汀F
QRコ－I'（モデル2J、PDF417

ne蓮昌伊付着した橿票を掻送するための暢構”
漢字を読み取る機構

UE1290-500 I OCR装置を制御して信喪データを読み取り、および宮み取っ佐コ－I'
｜デ－'JIの確翼・修正聖fiラソフトウェア.，.，

パラメーヲ作成ツール UE1291-500 ｜信喪レイアヨトの作成や優京事取ITラメー習を定聾するソフトウエア時叫

本体

N6370E基本モデル
N6376・SOOA

N6370E高速片面モデル
N6376・501A

N6370E高速両面モデル
N6376・502A

Oソフトウエアオプション

N6ヨ70E

本体オプション

裏面ナンバリング榔構（赤色J崎
N6376・510A

事面ナンバリング機構｛黒色）崎
N6376・511A

バーコード読取憾構
N6376・513A

漢字陣取機構
N6376・517A

姓名知鴎辞・
N6376-516A 

複写頓票読取機構・7
N6376・518A

廿－1!1111ソフトウエア I UE1292-100 ｜時聞のがか吾QC附E畢在世割い廿－ITで錫中的に処理冒るU!Iフトヲエア・5

0消耗晶巾10

，ョ・L •.;: :CJ，＇－~ '!; － 「 a

ピッカASSY 22凶 16351-002Aプッシャ、ピッカのユーツト
6ヶ月または約250万敏鑑送時

シャフト（Rl)ASSY 22品316341-003凶 U/T・ースのユーツト
6ヶ月宮たl孟釣250万位鑑送時

最付極東 220-205:あ6-001・A 帳票の破損や汚れにより．診断プログラムti.正常に動作し草いと昔に受担
H円：岳602R SP伺 34236-002交N6換3目7ι安；~gA万実文肇字穫また印はカ字ー色ト・蔀リッジ開封後6ヶ月
インクカートリッジ｛アカ｝

H陀“02A 伊ι034236-001交挽目安360：方支字またはカートリッジ開封後6ク月
イン7力一トυッジ（？ロ） N6376-511A喪掻碕印字色：鳳

。有償交換部品•10・11

‘ 竺三
•.;: -J ,'_', o日 a

リバースローラASSY 220-313561-001 ・A Ult・ース用のローコ
6ヶ月または約250万敏鑑送時

ワンウェイタフツチASSY 220-311351-008-A ~＂＇力用のローフ
6ヶ月またl醐 2弱万按撮送時

ワンウェイヲフツチASSY 220-311351-01ιA プッシヤ用のローフ
6ヶ月宮たl孟鈎250.万線量送崎

ラバリング制附 220-748拘3-002・A7，，，シャ周のローラ
6ヶ月または約250.万敏撮送時

ヲバーリング（55) 22ι－7281迫7』14-Aピツ力周のローフ
6ヶ月またl孟釣250万位鑑送時

ピッ力／プッシャローフ包ツト SG7-044104-007 ピv力／プッシャ1台分のゴムローフのセY卜
6ヶ月または約250万叡銀蛍崎

りパースローフセット SG7-044104-003 Ult-ース1台分のゴムローフのセット
6ヶ月または約250万敏蛍送時

120224AOOOO 504-042701-105 Z年
ガススブUング
フルカラーLEDライトパー SA4-047019-003 4,000時間

N6376-SOOA/501A肱Z式、N6376-502Aは4式
ワレヲンシート 22ι-729Hl事001-A6ク月～1年

ホッItプレート用
7Ilvト 22（問治虫路-001・A 汚れたと苦に受損

N6376占lOAまた肱N6376-511A実装時
セン5111・ィl'AS5Y 22品-316441-002-A200万枚(A4績向音鼠送時）または6ヶ月

判 υSB1.XおよびUSB2.0LOW-SPEED！：封臨していません．
・zィンストJレするPC台車分のセ仲が必要です，（OCR臨置に接摘する畿置台量分が畳程；<k;I!です。）
•3-"WI同友刑事・ 7 Prof，届SI。nalSP1 32b眠、Windows8.1 Pro Update 64blt. Wlnaows 1 O Pro 64bltに封庖（64bltf:WOW64

上で動作），
•4!。CR後置を軍用するユーザにつ曾、量低n陸ットif<b•です．

・S:I!’鋪奈の量大鯵艶量は5台までです．画作現壇（OSを含む）については匝堕庫ロまで相畿が必曹です．
・6；担オプションです。
・7工場出荷時オプションです．
事8：ウイルスチェック町プログラムなどにより、匝みEり速度がt下する場合があります．
09；お客繍「き宜揖が可能です。
・1<l'揖置の使用条件によって宜換周織が撞〈なる場合があります。
判 1揖守員によるま揖が晶要です．

／れ安全に関するご注意識周の前！と、マニュアル（取捌糟）に酬の「安全にお使いいただくためにjをよくお読みの上、正しくお使いください。
u_ム 観ったご使用方法l孟火災・感電・けがなどの原因と怠ることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NECパートナーズプラットフォーム事業部

TEL:Q3(3798)6385 
h仕p://jpn.nec.com/ocrI 

E-mail: ocr@ind伊.nee.com

．窓抵に縄曲された祉名、商品名は各祖師商樟または量録商標です。
eMicr四回ft.WI出削sf:、米国M自国間RCα問団聞の米国およFその輔の国における商標または畳録商容です．
・QRコードは韓式会社デンソーウェーブ仮澄劃商標です．
.. 伝阻晶隠圏内専用モダルです．
.，伝岨品（ソフトウェ7を含む）依田$圏内で町み匝蝿するものでa刷、自社でほ満外町保守サーピスおよび誼術暗ポー＋砿待っておりません
・本抵民掴曲された輯晶の色且印刷自彊古上、璽障のものと多少異なることがあり＊す・＊止、政阜のため予告書＜llltt‘仕犠を置更する己tがあり愈す。

日本電気株式会社干108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ピル｝

人と地球にやさしい情報社会へ
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プラットフォームソリューション事業部



大量の帳票やドキュメントのデジタル

データ化で、長年、実績を積み重ねてきた

OCRスキャナN6370シリーズ。

帳票に手書きまたは印刷されている文字

やバーコード、マークなどを高速、高精度で

認識し、アプリケーション上で扱えるcsv
形式またはテキスト形式に出力できます。

読み取った画像を、電子ファイリングで

利用される特定部分だけをマスキングする

芯ど機能を強化したN6370Eは、帳票の

電子データ化も可能です。

OCRスキャナの特長

・文字認識精度の向上（手書き文字について）

筆圧変化による文字のかすれや鉛筆筆記による汚れや濃淡について、文字認識に最適

主主語整を自動で行い、文字認識精度への多大怠影響を最小限に抑えています。

濃淡調整 文字バランス調整 ノイズ除去 補正後の文字

函
固
一
…
園

間
鮭

「ぺ川
一

閣
一
E

圏一
一圏一
一圏
一

かすれ文字 消し残し

思

伊g）記入した文字の補正

l高速搬送技術

帳票に記載されている文字情報を高速に電子データ化、処理速度を

210枚／分に向上しました。M

｜ダブルスタッ力 ｜ 

読み取った帳蒙を、排出する

スタッカが2か所あります。読

み取った結果によって、排出す

る帳票を仕分けることが可

能です。

読み取り帳票を
セット 一一一歩

I OCR装置の構造 ｜ 

OCR制御用PCが匡体の左右

どちらにあっても、帳票を

置きやすい前面アクセス構造

です。また、帳票が搬送される

経路に沿ってカバーが聞く

構造なので、万一紙詰まり

などを起こしても、帳票を

傷めずに取り出せます。・2

上段力パーを
開けた状態

中段カパーを
開けた状鰻

lナンバリングh機能

帳票裏面に最大50桁まで

｜従来装置との互蜘を重視 I 

従来装置のN6370シリーズから、運用帳票および帳票定義が利用

可能です。N6370E用のパラメータ作成ツールで、N6370シリーズ

で利用していた帳票定義ファイルを自動変換する機能があります。

レベルアップなどのスムーズ怠移行作業が行えます。叫

｜読み取りテ‘ータのセキュリティ対策にも配慮 I 

OCR装置の電源を切ると、読み取った帳票データやイメージ‘ファイルは

OCR装置の本体内に保存されません。機密データなどの読み取りを

行ってもOCR装置の本体内にデータが残ら怠いため、OCR装置を交換

する場合も安心で、す。 •5

複写帳票の搬送を強化 ｜ 

ノー力ーボ‘ン紙怠どの薬品が付着した複写帳票を搬送するための

ローラです。時時

OCRスキャナの認識向上

画像処理店l搭載 I 

読み取った帳票イメージ、を、 画像処理の例（傾き補正）

下地色追従や背景色の白／

黒切り替え、傾き補正、回転、

伸縮、画像圧縮主主どで最適

な画像に補Eして、認識率

を向上します。

｜帳票に記載する手書き文字認識の向上 ｜ 

文字の大きさやピッチが違っていても、1枠内に1行で手書きフリーで書

かれた文字の認議が可能です。また、ユーザが登録した単語辞書（単語

知識処理）を利用することで、読み取り精度を高めます。 •7

・今
フリーピッチ漢字読み取り

内入欄 ｜ 日電＿＿＿， -t~P I 

1文字持困 記 閣
文空襲t旧制 ｜ 

単語知議処理

記載し花文字 ｜日電銀行 ｜

文字輔した結果 ｜巨富狼行 ｜ 

嫡鯉し摘果 ｜日電銀行 ｜

｜帳票の切り取りゃ印刷誤差を補正 ｜ 

帳票で位置を補正するマークカf

'Id.い、またはドロップアウトカラー

枠の場合でも、切り取りゃ印刷誤

差による読み取り位置のずれを自

動補正し、読み取ります。時

トII I I I I I穏布frJ:
時 M！？： ← ズレを自動補正

叶・＂t・・1--・1--・1－－・← ー ズ比位置

ベリファイマーク ラインマーク

OCRスキャナ制御用のソフトウエア

帳票の読み取り位置がずれていても
自動補正し、帳票パラメータで設定
した読み取り位置として読み取りを
行います。

データエントリ I 

N6370Eを制御して帳票読み取り

を行うソフトウzア、および読み

取ったデータの確認・修正を行う

ソフトウエアです。読み取れ怠かった

文字怠どを修Eする場合に、帳票

イメージを部分的に拡大してわか

りやすく表示できるため、修正が

容易に行えます。・9

｜パラメータ作成ツール

争『HIト

帳票レイアウトの作成や帳票

読取パラメータを定義するソフト

ウェアで、作成方法には次の3つの

パターンがあります。川口

①寸法を測定して定義するパターン
②帳票レイアウトを作図して、印刷
やパラメータ定義を一緒lζ行う
パターン

③帳票イメージをOCR入力してパ
ラメータ定義を作成するパターン

可制・～…叫“e・L、、豆 1'.哩

~ c－ … 

並行認識処理により大量帳票の読み取り処理を効率化（サー／＇（認識ソフトウエア） ｜ 

大量の帳票を読み取る場合など、認識処理に時聞が

かかると判断した帳票の読み取り項目は、本製品と

LAN接続されたサーバで並行して認識処理する

ことで、作業効率を向上します。読み取りでき怠かった

文字などの修正は、サーバにLAN接続されたPCで

処理が可能です。・11

イメージ、ファイリング、機能を強化

国吉
並列処理 修正処理

文字認識と同時に読み取った画像を電子データ化

する際、あらかじめ任意に指定した部分を、1固の読み

取りで白黒2値、グレースケール256値、フルカラーと、

目的に合わせてイメージ出力できます。また、保存

したく怠い箇所は特定部分のマスキングにより白色

でのイメージ‘ファイル出力が可能。白紙の帳票は出力

し怠いように設定できます。

8三［砂I~：：；：：~~，J 
読取帳票 マスク処理後の画像

*1:A4サイズ帳票｛片面）、手書き英数300文字をN6370E高速片面モデルおよび高速両国モデルで読み取った暢合。 *2：すべての帳票を傷めず取り出せることを保置するものではありません。
*3・本体オプションです。 *4：・N6370Eで利用する際lこ、スキャナ変更による帳票色や新規織能の追加により若平の修Eが必要になる場合があります。すべての設定に白いて完全宣換ではありまぜん。
*S:OCR装置と接続し、相胸用PCへファイル出力したものはデータとして残ります。 *6：運用する慢票の紙質等、眼票を入手した上、鍛送調査が必要な場合があります。 *7攻書の読み取りはできません。
*B：帳票により、読み取り位置を自動補正できない場合があります。 *9：インストールするPC台数分のセットが必要です。（OCR装置に蟻続する装置台数分が最低必要です。） *10:0CR装置を運用する
ユーザにつき、最低1セットが必要です。 キ11：ソフトウ主アオプションです。




