製品の概要

Kofax TotalAgility
顧客は銀行、
保険会社、
政府機関および他の組織と異なる方法でやり取

高価値の、顧客との一連のプロセスを迅速化することで、TotalAgility

りすることを求めています。
その理由は、
デジタル技術により、
顧客が組織

は、顧客満足度を高め、
オペレーションを効率化し、競争上の優位を生

とやり取りをする手段である、
新しいタイプのエンゲージメントが可能にな

み出します。TotalAgilityは独自の方法で、
デジタル技術を提供し、顧客

ってきたからです。
モバイルデバイス、
インターネット接続、
ソーシャルテク

との一連のプロセス全体を転換するだけではなく、顧客が全体的な変

ノロジーの普及により、
顧客として、
また従業員、
マネージャー、
ビジネス

換目標に合うペースでTotalAgilityを導入できる
「導入と拡張」モデルを

パートナーあるいはサプライヤーとして私たちがいかに行動するか、
その

サポートします。

予測と行動が変化してきました。
このような新しい予測と行動からメリット
を得るために、
あらゆる業界の組織はデジタル変換を手がけ、
早急にデ
ジタル技術を採用しており、
カスタマーエクスペリエンスを向上し、
オペレ
ーションを合理化し、
新しいビジネス機会を活用しています。
Kofax TotalAgility®は、高価値のある顧客との一連のプロセスを迅速
化し、
よい成果をもたらすデジタル変換プラットフォームです。
一連のプロ
セスとは、新規顧客の商取引き、請求処理、
ローンの自動化、市民サー
ビスの提供、
サプライヤー管理などが挙げられます。
このプラットフォー
ムは顧客の一連のプロセスにおける各接点、例えばドキュメントの収集
や送信、新しい契約のデジタル署名などをデジタル化し、接点間の遅延
を削減します。TotalAgilityは、各々の人の接点でより高い価値をもたら
し、従来のチャネルとデジタルチャネルをリンクさせます。
これにより、全

統合されたプラットフォーム
TotalAgilityは、
オープンな技術アーキテクチャで機能を統合しユニーク
に組み合わせた、
デジタル変換プラットフォームです。
キャプチャは、
あらゆるソースからドキュメントをビジネスプロセスに取り
込み、理解させることができます－自動的に。対応するキャプチャソース

には、TWAINおよびISISスキャナ、
モバイルおよびタブレットデバイス、多
機能周辺装置（MFP）、電子メール、
ファックス、監視フォルダ、
ウェブサー
ビスが含まれます。
プロセスと案件管理は、決められたワークフローを自動化し、案件管理

プロセスを合理化することにより、
コンプライアンス、人間の意思決定、

方位型の顧客の一連のプロセスを効率化します。TotalAgilityは、
これま

臨時の行動およびプロセスの可視化を向上します。

で人間の作業が必要であった接点を自動化し、
アナログや紙ベースの

プロセスインテリジェンスとシステム監視は、
あらゆるビジネスプロセスに

やり取りの必要性を完全に排除できます– このため、Kofax顧客は一層
効率的に運用でき、彼らの顧客の満足度も向上します。

実行可能な分析を提供し、
企業が情報に基づく、
効果的な決定を迅速に
行うよう支援し、
貴重な洞察を提供し、
プロセスの最適化を推進します。

キャプチャ

プロセスと案件管理

あらゆるチャネルからドキュメントを取り込み、
ビジ
ネスプロセスでその情報を理解します。

決められたワークフローを自動化し、
案件管理プ
ロセスを合理化することにより、
人間の意思決定と
、
臨時の行動を向上します。

顧客コミュニケーション
バッチ、
オンデマンドまたは双方向モードで、
マルチ
チャネルの、
デジタルと紙の通知を作成します。

電子署名
電子署名、生体認証、
クリックして署名、写真または
手書きの署名を使用して、署名を取り込み、検証し
ます。

プロセスインテリジェンスとシステム監視

Kofax

TotalAgility

®

ビジネスプロセスに実行可能な分析を提供し、
シス
テムの監視と復旧を自動化します。

ロボットプロセス自動化

モバイルおよび全方位型のアクセス

ウェブサイト、
ポータル、
その他の入手困難なデータ
ソースから情報を取得し、
ビジネスプロセスや顧客
との一連のプロセスに統合する業務を自動化しま
す。

ビジネスプロセスのあらゆる段階において、
あらゆ
るデバイスで顧客、
パートナー企業、
サプライヤー、
および従業員とやり取りします。
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既製の、柔軟性のある統合

モバイルおよび全方位型のアクセスは、
ビジネスプロセスのあらゆる段

階において、
あらゆるデバイスで顧客、
パートナー企業、
サプライヤー、
お

TotalAgilityは様々な、事前に構築されたコネクタ、
ウェブサービス、統

よび従業員とやり取りし、
モバイルデバイスで豊かな体験を実現し、企業

合的なAPIの方法を提供し、
これによって顧客がソリューションの実装を

が対応しなければならない、幅広いデジタルおよび物理的なチャネルを

迅速化し、既存のソフトウェア資産を強化し、拡張できるようにします。

サポートします。

コンプライアンスと俊敏性を実現するよう設計

ロボットプロセス自動化は、
ウェブサイト、
ポータル、
その他の入手困難な
データソースから情報を取得し、
ビジネスプロセスや顧客との一連のプ

TotalAgility Designerは、
生産性の高いアプリケーション開発を支援す

ロセスに統合する業務を自動化します。
これによって、多くの組織で今で

る、
使いやすい、
視覚的な環境です。
これは、
高品質の顧客エンゲージメン

も行われている、労働集約的な、手動の統合をなくすことができます。

トプロセスのモデル化、
設計、
分析、
シミュレーションおよびテストをサポー

顧客コミュニケーションは、低遅延、双方向、全方位型の顧客コミュニケ

トします。
統制とコンプライアンスの目標は、
ポリシー、
手順、
規制を確実に

ーションを実現することで、
エンゲージメントを迅速化します。
結果として、

実施するようプロセスを設計することで達成できます。
ビジネスの俊敏性

より迅速で、
よりターゲットを絞った、低コストの顧客コミュニケーション

の目標は、
実行時に、
プロセスの柔軟性を実現することで達成できます。
こ

を実現します。

のため、
プロセスの「進行中」に重要なやり取りを統合できます。

電子署名は、
顧客が希望する署名形式を柔軟に使用できるようにしなが

ら、重大な契約をできるだけ速く締結させます。

ユーザーエクスペリエンスによって生産性と改善を推進

広い用途でオープン

け、
これによって従業員は役割にふさわしい形でプロセスの実行に取り

複数の展開モデルによる広い用途のプラットフォーム

組むことができます。
プロセスの参加者は効率的、効果的、
インテリジェ

TotalAgility Workspaceは適切な時に、適切な人に、適切な仕事を届

ントかつ透明な方法で作業し、顧客、
パートナー企業、他の関係者と日

TotalAgilityは現代的でオープンなアーキテクチャを備えており、組織が

々革新を進めながらプロセスの改善に参加できます。

オンプレミスまたはクラウドのいずれかで柔軟に展開できるよう、特別に
設計されています。
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®

デジタル変換プラットフォーム

高価値の、顧客との一
連のプロセスをデジタル化

ウェブ、
モバイルアプリなどを介して、
登録する.

ドキュメントを送信する
抽出された情報をレビュ
ー/訂正する

検証

2

銀行 は社内外の記録により、
申請者を検証する。

3

ローン申請の例
ローン承認の確認書を受信する

ERP
CRM

8

顧客

記録システム
ローン開始システム
完全で正確な、
検証された申請を記録シ
ステムに送信する。

臨時のステップ

4

7
契約書と他のドキュメント
に電子署名する。

5
6

引受会社
ローンを承認する。

引受会社
承認のため、事案をレビュー
する プロセスの進行中、署名のため、
追加ドキュメントの作成を要請する。
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プロセスの最適化
TotalAgilityを使用して、素早く変化する状況に対応するために、進行中
のビジネスプロセスに手動と自動で介入できます。TotalAgility はイベン
トや、
コンテクスト、
スループット、容量、仕事量における変化に対応でき
ます。例外が発生した場合や、
そのときの状況に応じて要件の相違に対
処しなければならないため、TotalAgilityは新しいプロセスに自動的に
対応し、知識労働者が生産性の高い方法で介入できるようにします。

Kofax TotalAgilityについて詳しくは、kofax.jpをご覧ください。

「 Kofax TotalAgilityは従来の壁を打ち破ります。私
たちは今、新規顧客の商取引きの迅速化や取引の
全ライフサイクルを通したコラボレーションの向上な
どの利点を備えた、幅広いサービスについてお話で
きます。
これは、単に「コスト節約」から、
お客様も収
益増加を実現するよう支援することへ価値を高めま
す。
すなわち、TotalAgilityは私たちとお客様にとっ
て大変革をもたらすものなのです」
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