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第1.00版

このたびは ⻤読み OCR をご利⽤いただきまして誠にありがとうございます。
本マニュアルでは ⻤読み OCR の利⽤⼿順について説明します。

⻤読み OCR ご利⽤マニュアル
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⻤読み OCRについて
概要

⻤読み OCRは、ドキュメントをデータ化する「IntelligentOCR」と、ドキュメントを自動仕分けする
「ElasticOCR」（オプション）で構成されます。

IntelligentOCRイメージIntelligentOCRイメージ

IntelligentOCRは、同じレイアウトが連続した複数ページからなるPDFファイルの場合でも、⼀回のアップ
ロードですべてページの内容を読み取ることができます。
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⻤読み OCR 概要
概要

ElasticSorterイメージElasticSorterイメージ

ElasticSorterは、異なるレイアウトが混在した複数ページからなるPDFファイルの場合でも、⼀回のアッ
プロードで、全てのページをそれぞれの帳票に仕分けし、読み取ることができます。
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

⻤読み OCRトップ画面⻤読み OCRトップ画面

①

② ③

① お知らせ表示 システムメンテナンスなどのお知らせが表示されます。

② IntelligentOCR
リンク

IntelligentOCRトップ画⾯に遷移します。
IntelligentOCRはドキュメントを読取り、データ化する機能で
す。

③ ElasticSorter
リンク

ElasticSorterトップ画⾯に遷移します。
ElasticSorterはドキュメントを自動仕分けする機能です。

※本機能はオプションであり、申し込み頂いていないお客様は
クリックできません。
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

IntellgentOCRトップ画面IntellgentOCRトップ画面

① ② ③

① フォルダ⼀覧

フォルダとは、帳票を分類するためのIntelligentOCR内で定義
する単位で、⼀つのフォルダ内には、帳票設定を複数登録する
ことができます。

また、フォルダは複数登録することができます。

② ドキュメント⼀
覧

読み取りたいドキュメントのベースとなる帳票をアップロード
し、読取り範囲の設定などを⾏います。

⼀つのフォルダに複数の帳票設定を配置できます。

③ OCR⼀覧
読み取るドキュメントをアップロードし、OCRを実⾏します。
読み取ったドキュメント毎に、結果をCSVでダウンロードする
ことができます。
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

IntellgentOCR帳票設定画面IntellgentOCR帳票設定画面

① ② ③

① メインメニュー 読取り範囲を指定したり、データ加⼯設定などの各種設定を⾏
います。

② ドキュメント表
示エリア

アップロードしたベースとなる帳票の画像が表示されます。

この画像に対し、読取り範囲の指定を⾏います。

③ 読取り設定 指定した読取り範囲に対し、読み取りモデルの設定やCSV出⼒
先カラムの指定などを⾏います。

1
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

ElasticSorterトップ画面ElasticSorterトップ画面

① ②

① 仕分けルール⼀
覧

仕分けルールとは、仕分け対象の帳票がどの帳票レイアウトと
類似しているかを判断させるための、仕分けアイテム（テンプ
レート）を指定する設定です。

仕分けアイテム（テンプレート）は、IntelligentOCRのドキュ
メント⼀覧に登録済みのものから指定します。

② 仕分けユニット
⼀覧

仕分けするファイル毎に、仕分けユニットを⼀つずつ登録しま
す。
仕分けユニットは、仕分け状況の確認や、CSVダウンロードを
⾏うことができます。

1
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

ElasticSorter仕分けルール登録画面ElasticSorter仕分けルール登録画面

①

① 仕分けアイテム
⼀覧

仕分けを⾏いたいファイルに含まれる帳票レイアウトを、
IntelligentOCRのドキュメント⼀覧から選択します。

仕分けを⾏いたいファイルに含まれる帳票レイアウト分、仕分
けアイテムを登録します。

1
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⻤読み OCR 概要
⻤読み OCR画面説明

ElasticSorter仕分けユニット詳細画面ElasticSorter仕分けユニット詳細画面

①

②

① 仕分け状況表示
エリア

仕分けの開始や、仕分け状況を確認することができます。
また、仕分け前のドキュメントを確認することができます。

② 仕分け結果表示
エリア

仕分けを実⾏した結果、どの仕分けアイテムに何枚振り分けら
れたかを確認することができます。
また、仕分けされたドキュメントを確認することができます。

1
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仕分け機能を使う（オプション）2
仕分けルールの設定

仕分け機能は、仕分けルール内に登録されている帳票のうち⼀番類似しているものに仕分けを⾏う機能で
す。
仕分けルール設定前に、仕分けを⾏いたい帳票をIntelligentOCRのドキュメント設定で登録しておく必要
があります。

ElasticSorter画面表示ElasticSorter画面表示1

トップ画⾯から、「ElseticSorter」をクリック
します。

＋ボタンクリック＋ボタンクリック2

“仕分けルール”の右側にある、「＋」ボタンを
クリックします。

仕分けルール名⼊⼒仕分けルール名⼊⼒3

「仕分けルール名」に分類しやすい任意の値を
⼊⼒します。
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けルールの設定

＋ボタンクリック＋ボタンクリック4

「＋」ボタンをクリックし、仕分けルールアイ
テムを追加します。

仕分けトレイ名⼊⼒仕分けトレイ名⼊⼒5

「仕分けトレイ名」に任意の値を⼊⼒します。

テンプレート選択クリックテンプレート選択クリック6

「テンプレート選択」ボタンをクリックします
。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けルールの設定

フォルダ名クリックフォルダ名クリック7

IntelligentOCRのフォルダ選択画⾯が表示され
ます。

仕分けを⾏いたい帳票が登録されているフォル
ダをクリックしてください。

ドキュメント選択ドキュメント選択8

仕分けを⾏いたいドキュメント名クリックしま
す。

決定ボタンクリック決定ボタンクリック9

「決定」ボタンをクリックします。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けルールの設定

仕分けアイテム登録仕分けアイテム登録10

仕分けルールの登録には、最低2つ以上の仕分け
アイテムの登録が必要です。

「＋」ボタンをクリックし、2つ⽬以降の仕分け
アイテムを登録してください。

完了ボタンクリック完了ボタンクリック11

すべての仕分けアイテムの登録が完了したら、
「完了」ボタンをクリックします。

登録に成功するとメッセージが表示されます。

「OK」ボタンをクリックしてください。

2



15

仕分け機能を使う（オプション）
仕分けユニットの登録

仕分けルール選択仕分けルール選択1

ElasticSorterトップ画⾯で、仕分けを⾏う仕分
けルールをクリックします。

＋ボタンクリック＋ボタンクリック2

「＋」ボタンをクリックします。

仕分けユニットの登録では、実際に仕分けを⾏いたい帳票をアップロードし、ユニットの登録を⾏います
。

仕分けユニット名⼊⼒仕分けユニット名⼊⼒3

仕分けユニット名を⼊⼒します。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けユニットの登録

ファイル選択ボタンクリックファイル選択ボタンクリック4

「ファイルを選択」ボタンをクリックします。

ファイル選択ファイル選択5

ファイル選択ダイアログが表示されます。

アップロードするファイルを選択し、「開く」
をクリックしてください。ファイルは複数選択
できます。

アップロードボタンクリックアップロードボタンクリック6

対象のファイルをすべて選択した後、「アップ
ロード」ボタンをクリックします。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けユニットの登録

アップロード完了待ちアップロード完了待ち7

ファイルの状態が、“未アップロード“から”アッ
プロード完了”に変わるまで、待機します。

完了ボタンクリック完了ボタンクリック8

「完了」ボタンをクリックします。

「仕分け前」の状態“未仕分け”のユニットが登
録されます。

“未仕分け”の右側にはアップロードしたファイ
ル数が分⺟として表示されます。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分けの実施

詳細ボタンクリック詳細ボタンクリック1

ElsticSorterトップ画⾯より、該当の仕分けルー
ルと、仕分けユニットを選択します。

ユニットの「詳細を⾒る」ボタンをクリックし
ます。

仕分け開始仕分け開始2

「仕分け開始」ボタンをクリックします。

仕分けが開始されますので、「OK」ボタンをク
リックします。

仕分け完了仕分け完了3

仕分け処理が完了するとステータスバーの表
示が更新され、格納先に何ファイルが仕分け
られたか表示されます。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分け結果確認/修正

確認ボタンクリック確認ボタンクリック1

ユニット詳細画⾯で、確認したいドキュメント
の「ドキュメント確認」ボタンをクリックしま
す。

帳票選択帳票選択2

仕分けられた帳票が⼀覧表示されます。

仕分け結果を修正したい場合は、対象の帳票を
選択します。左上のチェックボックスを選択状
態にしてください。

非選択状態

送るボタンクリック送るボタンクリック3

画⾯右上の「送る」ボタンをクリックします。

選択状態

2
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仕分け機能を使う（オプション）
仕分け結果確認/修正

移動ボタンクリック移動ボタンクリック4

移動先の帳票の「移動」ボタンをクリックして
ください。

「OK」ボタンをクリックします。

再度、「OK」ボタンをクリックします。

仕分けユニット画⾯で、「ダウンロード」をクリックすると、仕分け後のファイルをダウンロードする
ことができます。

お役⽴ち情報お役⽴ち情報

2
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仕分け機能を使う（オプション）
IntelligentOCRとの連携 – OCR送信

送信ボタンクリック送信ボタンクリック1

ユニット詳細画⾯で、送信したいドキュメント
の「IntelligentOCRへ送信」ボタンをクリック
します。

「OK」ボタンをクリックします。

OCRの読み取りが完了するとエントリー、ベリ
ファイを⾏う状態となります。

エントリー、ベリファイ作業を⾏う場合は、
Intelligent OCR画⾯に移動して⾏ってください
。

2
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仕分け機能を使う（オプション）
IntelligentOCRとの連携 – CSVダウンロード

CSVダウンロードボタンクリックCSVダウンロードボタンクリック1

ユニット画⾯で、「CSVダウンロード」ボタン
をクリックします。

仕分け時にアップロードした全ての帳票ファイ
ルが１ファイルのCSVファイルとしてダウンロ
ードできます。

2



0120-816-076

⻤読み OCRに関するお問い合わせ先

【NTT東日本オートメーションサポートデスク】

【午前９︓００〜午後９︓００（年中無休）


