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調査概要
調査の目的
マルチクライアントスタディ「2018 年国内ドキュメントイメージスキャナー
（以下 DIS と表記）市場動向と予測」は、2017 年に続き、DIS 国内市場を分
析する調査プロジェクトである。

今回の調査では、DIS 販売に関わるシステムインテグレータ、ソフトウェア
ベンダー、および DIS/OCR ハードウェアベンダーに対するインタビュー調
査をおこなった。

本調査レポートは、業務用途で始まったドキュメントスキャニングがオフィ
スおよびホーム市場に拡大しつつある現状分析を通して、DIS/MFP ベンダ
ーやスキャニング関連システムベンダーの今後の戦略立案に貢献することを
目的としている。
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市場の分類と定義
＜スキャナーの種類＞


ドキュメントイメージスキャナー
➢

対応用紙サイズ：A4 以上 A3 以下

➢

搬送形式：フラットベッド＋ADF（オートドキュメントフィー
ダ）、シートフィード

➢

OCR 用スキャナー：認識部がソフトウェア化されており、OCR 以外
の用途にもスキャナー単体で販売されているもの

➢

ネットワークスキャナー：標準でネットワーク対応した製品、およ
びネットワークオプションを装着した製品

➢

ドキュメントイメージスキャナーに含めない製品


認識部がハードウェアの OCR 専用機



認識部がソフトウェアだがスキャナー単体で販売されていない OCR
用スキャナー*1



POD (Print On Demand) 機材の一部またはオプションとして販売さ
れているスキャナー*2



プリンターとセットで MFP として販売されているスキャナー



搬送部を持たないハンディスキャナー
*1 日立/東芝製 OCR 用スキャナー等
*2 富士ゼロックス XDOD-J 等
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コンシューマスキャナー


対応用紙サイズ：A4 以上 A3 以下



搬送形式：フラットベッドのみで ADFを持たない
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ドキュメントイメージスキャナーの製品セグメント
キーポイント インテリジェンスでは、米国を始め世界の各市場で共通のセグ
メントを採用している。セグメント別製品リストは巻末の Appendix に記載
した。本調査レポートでは「デスクトップワークグループ」を「デスクトッ
プ」と表記する。
価格帯
カテゴリー

速度
国内

米国（参考）

主に 3 万円以下

Most < $250
3-5 ppm

主に 5 ppm 以下
モバイル
手差し給紙
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パーソナル

主に 8-15 ppm

主に 3.5万円〜7.5万円

most < $750

デスクトップワークグルー
プ

主に 16-30 ppm

主に 7.5万円～15万円

most $750-1,499

デパートメンタル

主に 31-50 ppm

主に 15万円～40万円

most $1,500-$3,999

ローボリュームプロダクション

主に 51-75 ppm

主に 40万円～100万円

most $4,000-9,999

ミッドボリュームプロダクショ
ン

主に 65-100 ppm

主に 100万円～350万円

most $10,00034,999

ハイボリュームプロダクション

主に 100 ppm以上

主に 350万円以上

most > $35,000
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＜用途別市場＞


業務市場
➢

主に特定の用途に利用される定型的なフォームの紙文書をスキャン
する用途を中心とした市場。

➢

例：口座振替、自動引落用の書類（銀行）、申込書（生損保）、医
療レセプト（健保組合）等。

➢

顧客の紙文書のスキャンを代行する市場。


➢

利用シーン


➢





モバイル／パーソナル／デスクトップ／デパートメンタル／ロ
ーボリュームプロダクション／ミッドボリュームプロダクショ
ン／ハイボリュームプロダクション DIS



スタンドスキャナー、OCR 専用機、OMR

オフィス市場
➢

主に多様で非定型な紙文書をスキャンする用途を中心とした市場
（注：近年は定型業務利用が増加している）。

➢

利用シーン

➢

一般オフィス内

主に利用されるスキャン機器


モバイル／パーソナル／デスクトップ／デパートメンタル DIS



複合機



コンシューマスキャナー

ホーム市場
➢

家庭内で紙文書をスキャンする用途を中心とした市場。

➢

利用シーン


➢
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事務センター、営業店・支店（銀行、保険等）、官公庁・自治
体の公金関連部門等。

主に利用されるスキャン機器





入力業（マイクロフイルム系、電算センター系などのスキャニング代行業
等）

家庭内

主に利用されるスキャン機器


モバイル／パーソナル DIS



複合機



コンシューマスキャナー
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＜処理形態の種類＞
•

集中処理
➢

•

分散処理
➢
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支店など、各拠点で発生した紙文書を事務センターなどの処理施設
に集め、高速スキャナーで一括処理する形態。

支店など、各拠点で発生した紙文書を、発生した拠点で処理する形
態。中低速スキャナーを利用する。
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調査方法、調査対象
直接インタビュー調査


DIS および OCR の主要ベンダー



関連ソフトウェアベンダー



SIer などの DIS 販売チャネル

文献調査
業界団体等の調査報告書
メーカーの製品資料
専門雑誌記事
キーポイント インテリジェンス社の既存調査結果の活用
オンラインデータベース、web 上の資料調査
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