
Kofax Readsoft Invoices

製品の概要

Kofax ReadSoft Invoices™は、請求書データのスキャン、解釈、ファイリ
ングを自動化するOCRおよびデータキャプチャプラットフォームです。請
求書が紙あるいは電子フォームに関わらず、ReadSoft Invoicesは事前
に定義されたルールに従い、インテリジェントに情報を抽出し、確認しま
す。抽出されたデータはエンタープライズシステムへ転送され、財務プロ
セスワークフローを通してアクセスできます。ReadSoft Invoicesは、ビジ
ネス請求書管理の要件に適応し、すぐに使える請求書処理ソリューショ
ンを提供するKofax Capture™製品一式の一部です。

ビジネスの課題
 � 不十分な可視性により、請求書処理に対する制御が低下：すべての

請求書の一括表示がないため、ドキュメントが紛失し、その結果二重
払いが生じます。

 � 手作業の業務により、処理のスピードが低下： データ入力、および金
額や行項目の照合でミスがあると、コストがかかり、承認と支払いの
遅延が生じます。

 � 請求書データのERP投入が遅れることにより、 財務状況を完全に把
握できない：事業部門は最新情報を持っていないため、財務マネー
ジャーは、期限が近い支払いをカバーするために必要な金額を推測
するしかありません。

 � 手作業のソートにより、処理時間が増加：複数のビジネスルール一
式がある組織の場合、ソートにより、遅延やミスが生じます

利点
 � スタッフを解放し、付加価値の高い業務に配置：単調なデータ入力を

なくすことで、生産性を高め、スタッフがより戦略的な業務を処理でき
ます。

 � 早期支払いや他の割引を活用：分析と利用のために、支払条件を取
り込みます。

 � サプライヤーとの関係を強化：最新情報により、期限内の支払いを増
やし、コミュニケーションを向上します。

 � 財務予測を洗練化：処理の迅速化とERPとのスムーズな統合によ
り、購買の表示がより正確になり、現金管理を向上できます。

 � 完全な監査証跡と可視性：請求書プロセスについて、透明なアクセ
スを提供することにより、コンプライアンスを保証し、制御を実現しま
す。

特徴
 � 自動的な一貫処理：請求書はProcess Directorや他の財務アプリケ

ーションに自動的に計上されます。

 � 適応性のある、自己学習の知識処理データベース：請求書のデータ
を特定することを学ぶため、スピードと正確性を継続的に向上し、時
間が経つにつれ価値を向上します。

 � 自動ソート：ERPからインポートされたデータを比較し、請求書の種類
を判断します−一般的な経費や発注、請求書またはクレジットノート

 � 確認と発注書の一致：金額と税額を自動的に確認し、請求書を発注
書と照合します。

 � 行項目のデータキャプチャ：行の長さが異なり、行間隔が対称的では
ない、あるいは複数ページの請求書から取り込む場合でも、行項目
データを認識します。

 � 地域的な設定へのサポートを組み込み：国特有の設定には、税率、
日付形式、通貨、文字設定が含まれます。

 � ビジネスシステムの統合：請求書は多くの ERPとシームレスに統合し
ます。SAP およびOracle E-Business Suiteとの統合が認定されてい
ます。
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技術仕様
製品

 � 行項目の解釈を備えた、あるいは備えていないスタンドアロン

 � 行項目の解釈を備えた、あるいは備えていないネットワーク

対応するファイル形式

インポート：XML、PDF、TIFF、JPEG、BMP、PNGなど 
エクスポート：XML、PDF、TIFF、JPEG、BMP、PNG、MO:DCA

ディスプレイ

 � Manager、VerifyおよびOptimizeモジュールとスタンドアロンの
Invoices：1280 x 1024以上の解像度のデュアル画面対応19”ディ
スプレイ

 � 他のInvoicesモジュール：あらゆるディスプレイ

メモリ

 � Interpret、VerifyおよびOptimizeモジュールとスタンドアロンの
Invoices：2GB

 � 他のReadSoft Invoicesモジュール：最低1GB、2GBを推奨

認定されたスキャナー、スキャナーインターフェイスおよびスキャナードラ
イバー

幅広いスキャナー、インターフェイス、ドライバーをInvoicesで使用するこ
とが認められています。詳しくは、認定されたスキャナーリストと、システ
ム構成ガイドをご覧ください。

製品の多言語対応

チェコ語2) 中国語、 
簡体字2)

中国語、 
繁体字2)3) デンマーク語

オランダ語2) 英語1) フィンランド語2) Fフランス語2)

ドイツ語1) ハンガリー語2) イタリア語2) 韓国語2)3)

ノルウェー語2) Pポーランド語2) Pポルトガル語2) ロシア語2)

スロバキア語2) スペイン語1) 日本語2) スウェーデン語2)

タイ語2) ベトナム語2)3)

1) GUIおよびヘルプ文書 2) GUI 3) Invoices 5-8 SPI

国プロファイル
オーストラリア ベルギー 中国 カナダ
チリ チェコ共和国 デンマーク フランス
フィンランド ドイツ イタリア イスラエル
日本 韓国 メキシコ オランダ
ニュージーランド ルウェー ポーランド ポルトガル
スペイン スウェーデン スイス 台湾3)

タイ 英国 ベトナム3) 米国
3) Invoices 5-8 SPI

文字セット

ベルギー語 ブルガリア語 チェコ語 中国語、 
簡体字

中国語、繁体字 デンマーク語 オランダ語 英語
エストニア語 フィンランド語 フランス語 ドイツ語
ギリシャ語 ヘブライ語 ハンガリー語 アイスランド語
イタリア語 日本語 韓国語 ラトビア語
リトアニア語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語

ルーマニア語 ロシア語 セルビア語、ラテ
ン スロベニア語

スペイン語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語
ウクライナ語 ベトナム語

データベース
Microsoft SQL Server 2012 Oracle 11g Enterprise edition
Microsoft SQL Server 2008 Oracle 10g Enterprise edition
Microsoft SQL Server 2016 Oracle 12g Enterprise edition
Microsoft SQL Server 2014 Microsoft SQL Server Express

上記のオペレーティングシステムの32ビットバージョンと64ビットバージ
ョン両方がサポートされています。64ビットシステムでは、このプログラ
ムは32ビット互換性モードで実行します。オペレーティングシステムは、
最新サービスパックとホットフィックスレベルであるものとします。選択さ
れたデータベースが、インストールするオペレーティングシステムで実行
できることを確認してください。

オペレーティングシステム
• Microsoft Windows 8

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows Server 2016

• Microsoft Windows Server 2012 R2

• Microsoft Windows Server 2012

• Microsoft Windows 7 Professional

• Microsoft Windows Server 2008

• Microsoft Windows Server 2008 R2

文字は以下に対応

COLLECTOR  Invoice Portal EDI COCKPIT

PROCESS DIRECTOR PROCESSIT

ReadSoft ONLINE WORK CYCLE

ワークステーションまたはアプリケーションの最小構成

プロセッサの速度

 � InterpretモジュールとスタンドアロンのReadSoft Invoicesのインス
トール：2.2 GHz以上

 � Scanモジュール：1.4 GHz以上

 � 他のReadSoft Invoicesモジュール：1 GHz以上

 � IntelまたはAMDプロセッサ搭載のあらゆるブランドのPCに対応


