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目指 す のは 、限りなく人 間に近 い
知 的ソフトウェアの 創 造 。

当社は1991年に、Macintosh用では世界初の、日本語文書ＯＣＲ

ソフト「Mac Reader Japan」を発表して以来、高度な文字認識技

術、音声・画像認識技術、AI技術などをベースに、多彩なソフトウェ

アを開発・販売してきました。

現在では提供している商品の多くが、パーソナルからビジネスま

で、多くの方々にお使いいただいております。

当社の歩みは、文字認識技術の発展・普及にほかならないと自負

しております。最近では、デジタルカメラや携帯電話カメラで読み取っ

た画像をネットワークを介して文字認識して活用したり、膨大な文書

をテキスト化したりと、用途も多様に拡がっています。

私達が目指すのは、文字認識技術や音声・画像認識技術による

知的システムの実現であり、「限りなく人間に近い知的ソフトウェアの

創造」です。長年培った技術により、あらゆるニーズに応え、ビジネス

の可能性を拡げる当社のソフトウェア開発、サービス、ソリューション

にご期待ください。

Since MediaDrive released the world’s  first Japanese OCR software for
Macintosh in 1991 [Mac Reader Japan], we have released and developed various 
software which is based on  advanced character recognition technology, voice 
and AI technology.

Our products are now used by corporations and individuals for various
purposes ranging from personal to business use.

We take great pride knowing that our work is helping to further spread and
develop character recognition technology in Japan. In recent years, there has
been a variety of uses for character recognition technology, such as recognizing 
images which are captured using digital and cell phone cameras, or converting
tremendous amounts of documents into text.
Our goal is to achieve and create AI systems based on character recognition 

technology, voice and image-recognition technology, that “creates intelligent
software that closely resembles that of human beings.” You can be sure that the 
service solution we provide you will use the latest technology and also have a 
personal touch that can only come from having a significant amount of 
experience in this industry.  In addition to providing you with top notch service 
solutions, we can also assist you in helping to expand and grow your business.
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ものを観る。文字や図形を読む。声や音、音楽を聞く。ことばを発する。うたを歌う。考察し、理解する。

そして、あらゆる情報を知識として、経験として蓄積し、さまざまな場面にリアルタイムで活用していく。

理想のコンピュータを追い求めようとするとき、いつもそこには人間の影があります。人間を手本とし

た、理想のコンピュータやネットワークの開発は、21世紀に入り、さらに進化してきています。

わたしたち「メディアドライブ」のテーマは『より人間的な機能を有する知的ソフトウェアの創造』です。

事業概要
● 文字 /画像認識技術に関する研究開発 ● 音声認識合成技術に関する研究開発
● 人工知能技術に関する研究開発 ●コンピュータグラフィックスに関する研究開発
● マルチメディア技術に関する研究開発 ● ヒューマンインタフェースに関する研究開発
● 上記研究開発技術に関する、パッケージ商品・ライブラリ・SDKの販売・システムのコンサルティング・
企画・設計・構築･保守・サービスの提供

Human beings are able to see something, read characters, and visualize graphics. Humans can also hear music and 
sing along with it. Every piece of information added together enhances our base of knowledge and experience. We use
this information in various situations as we live our daily lives. As we pursue the ideal computer, we realize that it 
must come as closely as possible to mimicking human beings. The development of networks and the ideal computer
which are modeled on people has started evolving in the 21st century.
We, MediaDrive’s motto is "To create intelligent software that thinks exactly like human beings."

お 手 本 は 人 間 で す
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［ 画像理解 ］

1. 文字認識
○ 活字文字認識
○ 手書き文字認識

2. 活字文書レイアウト解析・理解
3. 画像処理・理解
4. 手書き・活字文字データベースの構築

［ 音声理解 ］

1. 不特定話者単語認識
2. 音声・ハミング検索
3. 連続音声認識
4. テキスト音声合成
5. 音声データベースの構築

主な商品

● WinReader PRO
● e.Typist ／ e.Typist NEO
● やさしく名刺ファイリングPRO
● やさしくPDFへ文字入力PRO
● やさしくデジタルファイリング
● やさしく家計簿
● 活字文書ライブラリ
● 名刺ライブラリ
● FormOCR
● WinReaderHand S
● 帳票認識ライブラリ
● 画像分類 /検索ライブラリ
● CrossMediator Basic 開発キット
● 携帯情報端末アプリケーション

主な商品

● CrossMediator Basic
● 音声・動画検索ライブラリ

字や図形を観て理解するように、この『目』の機能をもつコンピュータの開発

のもと、わたしたちは［画像理解］ に関する積極的な研究・開発に取り組

ptical Character Reader）の分野では、世界初のMacintosh用日本

derJapan」を当社のオリジナル開発商品の第1号として世に送り出すな

イブ」の得意とするテーマのひとつでもあります。

ことばを文字ではなく、人

解する。限られた話者の特定の声だけでなく、

不特定話者の声をきちんと聞き分ける。しかも、

話者は特別なテクニックを必要とせず、普段の

会話と同じ調子で語りかけるだけ。

コンピュータはそれを聞き取り、理解する。考

え、検索し、答えを出す。素早く明快な音声でわ

たしたちにその答えを教えてくれる。

コンピュータとわたしたちが本当の意味で対

話できる日もそう遠くはないようです。わたしたち

「メディアドライブ」では、その日が一日でも早く

やって来るように、［音声理解］の分野における

研究・開発に取り組んでいます。

人に近い機能の『耳』と『口』をもったコン

ピュータも登場し始めています。

Is it possible to develop a computer that functions as an “eye”? Just like human beings are able to see and understand 
characters and graphics by using their eyes. We believe that our technology does the same thing.  We are working 
hard in research and development to further improve [image comprehension]. 
Especially, the field of OCR(Optical Character Reader) is one area of  MediaDrive’s expertise, as we originally 

released the world’s first Japanese OCR for the Macintosh [Mac Reader Japan].

Words are recogniz
voice, not as the c
recognize anybody
individual’s voice. Moreover, the speaker doesn’t need
to use any special techniques, and only needs to speak 
to the computer in the same conversation voice that 
the speaker uses daily.  
It is the computer’s job to listen to it and understand

it. In addition to this the computer needs to think, 
look for and provide a prompt answer in a clear voice. 
The time when we are able to have a conversation 
ith our computer is closer than you might think. It is
ot too far off in the future. We “MediaDrive” are 
orking in research and development in the field of 
peech understanding] so that this happens sooner
stead of later. 

The time is now. Computers are able to function like 
eople. The computer can hear and it can also speak
ke human beings. They can do the same actions that
e human  “ear” and “mouth” can do.
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［ 拡張現実・空間把握 ］

1. パーソナルポジショニング（PP）
2. ハンドジェスチャインタフェース（HG）
3.  実世界文字認識（RWOCR）

主な商品

● 実世界リンクビジュアル
  インタフェース開発キット
● 「顔画像検出・認識」開発キット

人間の脳、特に大脳の働きは複雑で、奥深

く、神秘的でもあります。この領域においてはま

だ、ほとんど解明されていないのが実情です。

すべてが未知数なのです。この、ままならない

お手本をまえに、それでもコンピュータ［AI（人

工知能）］の研究・開発は着実に前進を続け

ています。「少しでも人の脳に近づきたい」…そ

の理想が余りにも壮大であるだけに、この分野

の研究・開発はとてもダイナミックでスリリングで

す。コンピュータも夢を見る日がやがてやって来

るのでしょうか。
現代のようにコンピュータが職場に、公共施設に、家庭に、携帯端末に入り込み、身近になってくれ

ばくるほど、「人とコンピュータとのふれあい方」がとても重要な課題となってきます。特別な言語や難解

な数式ではなく、より具象的でビジュアライズされたインタフェースの研究・開発に取り組んでいます。

コンピュータビジョン（CV）、センサフュージョン（SF）、拡張現実（AR）技術に基づいて実世界と仮想

in public areas, at home, and via mobile terminals, the
issue of  “How to interact with computers” is becoming a crucial question that needs to be answered as human beings
and technology race into the future.
We are working on research and development of an interface that does not require a unique language and difficult

expressions, but instead is more specific and visual. The real world and the virtual world have already started
harmonizing based on the technologies of computer vision (CV),   sensor fusion (SF) and augmented reality (AR).

The human brain, especially the function of cerebrum 
is complex, deep and mysterious. Since the science of 
understanding the human brain is rather vague, we 
can’t be sure of anything. The research and the 
development of computer AI (artificial intelligence)
keeps going forward at  a steady pace, even though 
there are no guarantees. “We would like it to come as 
close to a human brain as possible”… The research and 
development of this field is very dynamic and thrilling 
because the ultimate goal is so amazing, it is beyond 
words. Some day in the future computers will be able 
to dream just like human beings?
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1. 言語理解
 ● 形態素解析
 ● 構文解釈
 ● 意味解析
 ● 言語処理辞書の構築
2. 学習
 ● 知識ネットワークの構築
 ● ニューロ学習

主な商品

● 文書分類・検索ライブラリ

hand世界の融合は既に始まっています。世界

As our interaction with computers continues to grow, be it iAs our interaction with computers continues to grow, be i
i f “H i i h ” i b ii f “H i i h ” i b i脳［ AI（人工知能）AI（人工知能） ］］

1 言語理解言
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当社の研究・開発領域は最先端のメディア処理技術にとどまらず、Windows、LinuxなどのOSや

スマートフォン、iPad、電子書籍などの携帯端末やクラウドコンピューティングに到るまでの幅広い領

域にわたっています。

当社は、つねに大手企業の一歩先を行く技術開発とマーケットの探究をモットーに業界のフロン

ティアとして、幅広い技術領域にチャレンジを続けてまいります。

Our research and development areas are not only state-of-the-art media processing technologies but also we have a 
wide ranging scope like OS such as Windows and Linux, Smart phone, iPad, Cloud computing and Mobile terminals 
such as  electronic books. 

We are ready to step up to the  challenge of developing software for this wide realm of technology as our motto is
that our skill in technical development and research will keep  us one step ahead of big enterprise. We look forward
to taking on the challenges of being industry pioneers head on.

幅 広 い 技 術 領 域に
積 極 果 敢に挑 みます 。
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会社名 メディアドライブ株式会社
 （英文名 Media Drive Corporation）

創業 平成2年5月

資本金 4億円

従業員数 67名（平成23年4月1日現在）

代表者 代表取締役会長 谷村 直志
 代表取締役社長 松村 博

所在地 本社・営業部門 東京都目黒区中目黒4-8-2 NJKビル
TEL：03-5720-7160（代）

 関西営業所 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38
新大阪西浦3F 株式会社NJK内

 研究・開発部門 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247
  OSビル8F


