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製 品 の 概 要

情報処理の完全自動化により、従業員の生産性の向上、
運用の効率化、コスト削減そして重要なビジネス上の意
思決定につながるインサイトを提供

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、運用
の効率化とコスト削減を実現するために、従業員と共に
作業するソフトウェアロボットを使用して企業全体のプロ
セスを自動化します。ロボットは多くのアプリケーションや 
データソースとやり取りし、人間の作業者のように応答し
て他のシステムともコミュニケーションをとり、様 な々繰り
返し作業を自動化することができます。このロボットのデ
ジタル・ワークフォースはさらに早いスピードで手作業で
繰り返しの多い業務を処理しつつミスをなくして、従業員
がカスタマーサービスや例外処理、そしてビジネスパフォ
ーマンス分析など、高価値の業務に集中できるようにし
ます。

Kofax RPA プラットフォーム
Kofax RPAは、人工知能（AI）を搭載したプラットフォーム
のマーケットリーダーです。週7日間、１日24時間稼働する
スマートなソフトウェアロボットを使用してビジネスプロセ
スを自動化します。Kofax RPAを導入することで世界中の
企業、BPO プロバイダー、サービス機関では品質、スピー
ド、そしてコスト効率の良い運用が実現でき、大きなメリッ
トが得られます。

Kofax RPAでは、APIやスクリプティング、複雑なコーディ
ングは一切不要で、社内のエンタープライズシステム、ウ
ェブサイト、ウェブポータル、デスクトップアプリケーション、
また他のデータソース全体のやり取りをサーバ上で集中
管理します。そのため、直接ロボットを素早く構築、展開、
管理できます。次世代のRPA機能を最大限に備えた
Kofax RPAは、ロボティック・プロセスの自動化、ビジネス
プロセスの管理、プロセス・マイニング、コグニティブ・ドキ

「Kofax RPAではプロセス全体が
ほんの数秒で完了し、完全に自動化
できます。これは時間と労力の大きな
節約となります。チームは、これまでに
なく迅 速かつ完璧に品質管理や監
査に必要なすべてのローンの事前審
査書類を提供できます」
Reginald L. Brown Sr. 
Union Bank （ユニオンバンク）  
上級副社長、消費者貸付画像・ファイル管理担当、 
電子画像マネージャー



エンタープライズクラスの拡張性とパフォーマンス： 
Kofax RPAロボットは、SAPのようなクライアントアプリケ
ーションと取り引きする時にのみ、集中管理サーバから
仮想デスクトップへアクセスして処理を実行します。ウェ
ブアプリケーションやメインフレームシステムとやり取りす
るロボットは、Kofax RPA  サーバで組み込まれたブラウ
ザエンジンや端末エミュレーションソフトウェアを活用し、
大型の仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）の管
理にかかる余分なコストや複雑な処理を防ぎます。

統合されたウェブブラウザエンジン：優れたウェブアプリ
ケーションの自動化をサポートするため、ブラウザ（
例：Internet Explorer）で複数の仮想デスクトップを実
行する必要がなく、またサーバのメモリで同時に複数の
ロボットが実行できるようサポートします。

再利用可能なロボットコンポーネントを構築し、共有： 
ロボット設計者はKofax RPAスニペットを使用して、一旦
ロボットの共通部品を作成後、多くのロボットでこれを再
利用し、組織の他のロボット設計者と共有できます。

エンタープライズクラスのロボットライフサイクル管理： 
業界標準の統合されたバージョン管理システム（VCS）
によって、開発から試験そして運用まで、数百から数千も
のRPAロボットを管理します。

Robot Synthetic API：SOAPまたはRESTサービス、他
のシステムやワークフロープロセスから呼び出し可能な
Javaまたは.NET APIエンドポイントを使用して、ロボット
を公開します。

広範なセキュリティ管理：プラットフォームへのアクセス
は、役割に基づいて行われます。LDAPやActive 
DirectoryやSAML 2.0と接続するか、内蔵されたユーザ
ー管理機能を使用します。これには、ロボットを作成し実
行するユーザーに機密性の高い情報を公開せずに、様々

ュメントの自動化を組み合わせて、人の手に頼った情報
集約的なプロセスを自動化してデジタル変革を推進しま
す。

Kofax RPAは常時稼働するロボットの自動化テクノロジー
により迅速に実装可能で、かつ主要なビジネスシステム
も補完できるので、短期間で投資効果を実感できます。

概要：主な機能
特徴
統合されたロボット開発環境：Kofax RPA Design 
Studioは、ビジネスアナリストや開発者がコードなしで視
覚的にロボットを構築、そしてテストし、リアルタイムにデ
バックが可能です。つまりカーソルでポイント及びクリック
する視覚的に実行できる環境を提供します。この強力な
設計ツールを使用して、設計者はプロセスを構築し、再
利用可能かつ豊富なプロセスのスニペット機能によりラ
イブでアプリケーションとやり取りできます。

多才なロボット自動化：Kofax RPA ロボットは、実質的に
従来すべてのエンタープライズアプリケーション、または
最新のビジネスシステム、ウェブサイト、ポータル、データ
ベース、コンテンツ（例：PDF、Excel）とやり取りします。ビ
ジネスルールとロジックをワークフロー全体で適用しなが
ら、アプリケーション、ウェブサイト、ポータル、データベー
ス間でデータを抽出、処理そして受け渡しできます。

ロボットの展開、実行、管理の集中化：サーバベースのア
ーキテクチャでロボットプロセスの制御、監視、実行、スケ
ジューリングを集中化して管理する場合、ウェブやメイン
フレームのアプリプロセス向けのいくつもの仮想デスクト
ップは不要です。

プロセスディスカバリーの自動化とRPA分析：ユーザー
のマニュアル作業を取り込むことにより、自動化する業務
およびプロセスを特定します。ダッシュボードはすぐに作
成して使用でき、ユーザーおよびロボティック・プロセス・
オートメーション オペレーションが監視、分析、最適化で
きます。

コグニティブ・ドキュメント・オートメーション（CDA）： 
人工知能（AI）を活用した強力なインテリジェンスで、非
構造化ドキュメントデータを学習し、処理します。機械学
習分析を通じてドキュメント処理を行い、動的に進化する
データ処理に対応します。

拡張可能なアーキテクチャ：柔軟性の高いアーキテクチャ
のため、ビジネスプロセス管理およびGoogle Visionや
IBM Watsonのようなサードパーティによる認知サービス
の人工知能（AI）機能と連携できます。
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Kofax RPA Design Studioは、プロセスを構築する際、ロボット設計者がライブでアプリ
ケーションとやり取りできる強力な設計ツールです。



なシステムへのアクセスを認めるように設計された、ロボ
ットユーザーの信用情報を安全に管理するパスワード保
管が含まれます。

ロボットによるマイクロアプリの運営：Kappletsというウェ
ブベースのビジネスアプリケーションは、設定されたパラ
メータに基づき、ロボットを実行あるいはデータをビジネ
スユーザーに戻すように設計でき ます。

インテリジェントな画面の自動化：ロボットは画面の画像を
取り込み、Citrixなどのアプリケーション環境内でラベルや
ボタン、テキストボックスといったユーザーインターフェイス

（UI）の各要素を動的に見つけ、特定できます。

詳細な監査とログ：管理コンソールやダッシュボードにより、
ユーザーとロボットの活動に関する詳細な監査とログを利
用できます。これにより、管理者はロボットの活動、パフォー
マンス、主要なビジネスプロセス指標を監視できます。

メリット
• 単純作業の繰り返し業務から従業員を解放し、人が対応す

べき価値の高い業務に従業員が従事可能

• 人員を増加せずに、運営を効率化

• マニュアル作業によるデータ主導のプロセス活動や人為ミ
スを除去

• 開発に何カ月も費やすことなく、新しいプロセス活動にロボ
ットを展開することで、ビジネスを加速化

Kappletsという軽量のビジネスアプリケーションは、設定されたパラメータに基づき、ロ
ボットを実行、あるいはデータをビジネスユーザーに戻すように設計できます。

ロボットの分析とプロセス・マイニング機能は、ロボティック・プロセス・オートメーション 
オペレーションを監視、分析、最適化します。

ロボットの設計、展開、管理のための、広範で使い勝手のよいアーキテクチャ。コグニティブ・ドキュメント・オー
トメーション機能が組み込まれ、ビジネスプロセス管理や他のサードパーティのテクノロジーと統合します。

エンタープライズアプリケーション/サービスマイクロアプリ

Kapplets Chatbots
（サードパーティ） BPM / BI / アナリティクス データ APIs

BI ドキュ
メント SQL 電子メ

ール Java .NET REST SOAP

ロボティック・プロセス・オートメーションプラットフォーム

Design Studio Management Console アナリティクス ロボサーバ コグニティブ・ドキュメ 
ント・オートメーション

統合エンジン
SQL | ファイルシステム | APIインターフェイス | デスクトップインターフェイス |

ブラウザインターフェイス | 端末インターフェイス | ドキュメントインターフェイス

インテリジェントオートメーションサービス
自然言語処理（NLP） | キャプチャ（OCR） | コンテンツ分析 | 機械学習

配信

構築

統合

理解
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• 開発のコストと時間を大幅に削減し、ビジネスニーズの「ロ
ングテール現象」、 ビジネスグループが求めていてもITが優
先できないプロジェクトに対応

• 重要なビジネスデータの収集を合理化し、ビジネス上の意
思決定に重要なインサイトを強化

• 毎回、同じ方法でプロセスを完了 ― より正確で信頼できる
成果を確立

スマートロボットを構築するためのDesign 
Studio
Kofax RPA Design Studioは、従来のアプリケーション、
ビジネスシステム、外部ウェブサイトやポータルとやり取
りし、あらゆるユーザーの活動を自動ワークフローに転換
するソフトウェアロボットを構築するための、視覚的かつ
非常に直感的なインターフェイスです。

このユニークなロボットをライブで構築し、ポイント＆クリ
ックする設計環境では、プロセスを構築する際にロボット
設計者が単独のインターフェイスからリアルタイムでアプ
リケーションとやり取りでき、競合より優れたパフォーマン
スを実現します。Kofax RPA Design Studioは、エンター
プライズシステム（WindowやJava）、Citrix、Excelなど
の一般的なデスクトップアプリケーション、ウェブサイトや
ポータル、さらに一般的なデータ形式、データベース、デ
ジタルコンテンツ（例：PDF）とやり取りするロボットの構
築、試験、デバッグをサポートします。ロボット設計者は、
チームメンバーやプロジェクト間で協力して再利用できる
コンポーネントを共有でき、ロボットの設計期間を短縮で
きます。

ロボットの展開と管理の集中化
大半の組織に合わせてロボットを使用し、ロボティック・プ
ロセス・オートメーションのポテンシャルをフルに達成す
るには、ロボットの展開と管理について、集中化した制御
を行うことが必要です。

Kofax RPA Management Consoleは、ロボティック・プ
ロセス・オートメーション オペレーションの展開、管理、そ
して監視を運営します。この管理コンソールから、管理者
はロボットの活動を監査及び監視し、ロボットの実行スケ
ジュールを作成して、他のエンタープライズアプリケーシ
ョンやワークフローから呼び出しできるように、RESTや 
SOAPウェブサービスのインターフェイスにより、ロボット
を実行します。

管理者は、ユーザーの役割管理を制御することでロボッ
トプロジェクト、アクセス権、データ表示に対し、安全かつ
きめ細かいコントロールができます。

「私たちは毎週、2,800以上の顧客デ
ューデリジェンス（CDD）および本人確認

（KYC：Know Your Customer）調査
を実施しています。このため、Kofax RPA
によって効率化を実現できたことは、毎週、
数千人時もの業務を節約していることにな
ります。当社のアナリストは、単調で時間の
かかるデータ収集作業から解放され、より
生産的で価値のある業務に集中できます」
銀行スポークスパーソン 
ヨーロッパの大手銀行
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コグニティブ・ドキュメント・オートメーション
（CDA）
ドキュメント中心のロボットプロセスを導入している組織
は、コグニティブ・ドキュメント・オートメーションによって、
人件費の大幅な削減、生産性と効率性の向上、ビジネス
プロセスの加速、顧客のエンゲージメントとエンパワメン
トの促進が可能です。Kofax RPAにおけるコグニティブ・
ドキュメント・オートメーションは、ドキュメントや電子メー
ルに含まれている非構造化データの処理、つまりドキュメ
ントや電子メールの内容やそこに含まれている情報、それ
らへの対応を理解するというインテリジェントな「頭脳労
働」を自動化します。

ロボットの監視と分析
プロセスの最適化と、パフォーマンスの改善を促進する最
大の要素とは何でしょうか？それはインサイトです。ロボッ
トによって自動化されるビジネスプロセスを深く視覚化せ
ずに、重要なプロセスをスムーズに実行し続ける、継続的
なフィードバックループは作成できません。

Kofax Process Intelligenceは、Kofax RPA向けの、統合
された分析およびプロセスインテリジェンスプラットフォー
ムです。このソリューションは、システムのパフォーマンスと
ロボットの指標に関するインタラクティブな表示を実現す
るよう設計され、これによってロボッティック・プロセス・オ
ートメーション プラットフォームの健全な状態を積極的に
監視し、最適化できます。ビジネス面ではインタラクティブ
な分析ダッシュボードにより、ユーザーは傾向を監視し、コ
ンプライアンスを保証してリアルタイムで潜在的な問題を
検出できます。
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様 な々機能でビジネスのニーズに適合
デジタルロボット要員は、どのように組織の労働集約的
なマニュアル作業のプロセスに代わることができます
か？ロボティック・プロセス・オートメーションの使用事例
をいくつかご紹介し ます。

• 物流オペレーション

• 財務と会計

• 顧客の商取引き

• 規制コンプライアンスの監視と報告

• 住宅ローンの融資

• 株式調査

• データ集約

• カスタマーサービス

• サプライチェーンマネジメント

• 保険請求の処理

• ヘルスケア患者管理

• セールスオペレーション

お問い合わせ
Kofax Japan株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-26 SOC高輪ビル 9F
TEL:03-6853-0001
Email: info.jp@kofax.com 
www.kofax.jp

Work Like Tomorw.
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