
手作業にビジネスのコスト
がかかる10の理由

時間とコストを節約するために、繰り返しの多い単純作業にロ
ボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を導入する方法



一番早く目的地に着くために、 
どちらの方法を選びますか？

これは1週間7日、1日24時間のビジネス環境であり、すべて
についてアプリがあります。

すべてのテクノロジーを自由に使用できるにもかかわらず、多くの組織は依然として、重
要なビジネスプロセスを繰り返しの多い手作業に依存しています－これはGPSの代わり
に、コンパスや紙の地図を使うようなものです。



多くの組織は依然として、データの収集、 
レビュー、入力を手作業に依存しています。

社内・社外システム－ウェブサイト、ポータル、
エンタープライズ・アプリケーション、時代遅れ
のシステム、Excelのようなデスクトップ・アプ
リケーション－間のデータのコピーやペースト
に、手作業がよく使用されます。

これらの繰り返しと修正の多い作業のために、作業者は複数のシ
ステムにログイン・ログアウトする必要があります。これは「回転い
す統合」とよく言われ、一番よい例は、従業員が1つのコンピュータ
ー画面でデータを読み、別のコンピューターで入力する場合です。

1 Cognizant Center for the Future of Work
2 Wired

 

組織はワークフローの 
25%-40%のみを自
動化しています。1

すべての自動化の機会の
50% が失われています。2

http://investors.cognizant.com/2015-03-26-Software-Robots-Making-Business-Smarter-New-Cognizant-Study-Shows-Dramatic-Impact-of-Intelligent-Process-Automation
http://www.wired.com/insights/2014/01/software-robots-long-tail-automation/
http://www.wired.com/insights/2014/01/software-robots-long-tail-automation/


3 EyeforTransport
4 Edge Research
5 Kofax Software
6 Clearwater Analytics
7 Paystream Advisors

手作業はあらゆる業界に
存在します。

保険
CFOにとって、効率に関
する一番の課題は手動
プロセスです。6ses.6

輸送と物流
輸送・物流企業の32%が、プロセ
スの  50% 以上を手作業のステッ
プに依存しています。3

金融サービス 
金融組織の34% は手
動プロセスに依存して
います。5

財務と会計
AP担当の 47% が手動のデ
ータ入力や非効率なプロセス
が最大の課題であると考えて
います。7

製造
半数の企業は今でも手動プロセスを
使用して、サプライチェーンや計画の
活動に対する変更、例外、中断を監視
しています。4

http://www.kofax.com/~/media/Files/Kofax/Infographics/kapow/infographic-kapow-industry-insights-en.pdf
http://www.linkedin.com/pulse/fulfillment-visibility-black-hole-international-supply-castiglia
http://www.ciosummits.com/Online_Assets_Kofax_from_Lexmark_Whitepaper_-_Integrating_Data_is_Expensive_Challenge_for_Financial_Services.pdf
http://clearinsights.clearwater-analytics.com/persistence-manual-processes/
http://www.lexmark.com/content/dam/lexmark/readsoft/documents/premium/y2015/paystream-advisors-data-capture-for-accounts-payable-putting-the-see-in-ocr_RE092.pdf?&elscid=292995590


これらの手作業は、なぜ自動化さ
れていないのでしょうか？

• 時代遅れのシステムを、現代的なアプリケーションに統合する
ことが難しい 

• ウェブサイトやポータルのような外部データソースは、接続す
るAPIが必ずしもあるわけではない 

• 様々なビジネスプロセスには、通常の自動化プロセスが当て
はまらない例外が多くある 

• ITはビジネス要件の負担が大きく、すべてのプロジェクト要求
に対応できない 



収益

パフォーマンス繰り返しの多い、日常業務を手作業に頼る企業は時代に遅れてい
ます。これは生産性、パフォーマンス、顧客満足度、従業員の満足
度、コンプライアンス、収益に影響を及ぼします。

顧客満足度 従業員の満足度

生産性

コンプライアンス 

手作業はビジネスの足かせとなります。



手作業を自動化することは、結果
を実現するために不可欠です。

単純作業を自動化することで、ワークフローを
効率化できます－スタッフを解放し、より価値
の高い仕事に取り組ませて、コストを引き下
げ、収益を向上します。

プロセスを自動化している企業は、競争力が高く、反応が速く、俊
敏です。

ビジネスや市場の洞察を、より速く得られます－このため、顧客
のニーズをよりよく満たし、競合他社に勝つことができるのです。

26 McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies (Les technologies révolutionnaires)
27 2014 PMG IT Survey

知識労働の自動化
は、2025年までに5-7
兆ドルの経済的影響が
あるでしょう。26

IT専門家の 98% が、今日の企業環境
において、ビジネスの利点を推進するた
めに、ビジネスプロセスの自動化が不可
欠であると考えています。27

自動化は、2025年までに2億3000万人
以上の知識労働者、世界的な労働力の9%
に影響を及ぼします。26

http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/disruptive-technologies
http://www.pmg.net/portfolio-items/2014-pmg-it-automation-survey/


28 Aberdeen 
29 Edge Research 
30 pwc
31 Council for Affordable Quality Healthcare 
32 Kofax Software 

主要な組織はプロセス自動化を活用しています。

保険
請求プロセスは、クラス最低のものと比べ
5倍速く、ほぼ3 - 4.5倍コスト効果が高い
ことが明らかとなっています。クラス最低の
29%と比べ、請求のわずか5.6%のみやり
直しが必要です。31

金融サービス
手作業のステップとやり
直しをなくすことで、全
体的なプロセスコストの
15%削減を実現しまし
た。30

製造
採用遅滞者の完璧な注文が
71%- 73%であるのに対し、サプ
ライチェーン全体で96%を実現し
ています29。

輸送と物流
採用遅滞者に比べ、1.1 - 2.4倍以上の
企業が、出荷スケジュール作成や追跡な
ど、基本的な日常業務を自動化すること
が見込まれます28。

金融と会計
請求書プロセスは採用遅
滞者の16.3日に比べ、平均
4.1日です32。

http://www.leanlogistics.com/wp-content/uploads/2014/04/Aberdeen-Integrated-Transportation.pdf
http://www.linkedin.com/pulse/fulfillment-visibility-black-hole-international-supply-castiglia
http://www.strategyand.pwc.com/reports/transform-banks-operations-model
http://www.caqh.org/sites/default/files/explorations/index/report/2013Index.pdf
http://www.kofax.com/~/media/Files/Kofax/whitepaper/infographic-finding-revenue-in-your-ap-automation-process.pdf


これから、手作業にビ
ジネスの時間とコスト
がかかる10の理由を
説明します。



生産性の低下

1,000人の知識労働者を
擁する企業は、検索の生産
性が低いツールのため年間 
1000万ドル損失します9。

従業員は申込書を承認する、あるいは顧客の質問に答えるために、 
1つのシステムからデータをコピーし、別のシステムへペーストしなければならな
い場合があります。

この繰り返しの活動を、特定の日/週に実行する回数で掛けると、 
多くの時間が無駄になっていることがわかるでしょう。

8 Cognizant
9 IDC: 情報労働者生産性ギャップを埋める

知識労働者の時間の40% が、情
報を探し、整理することに費やされ
ています。9

従業員の時間の22%
は、繰り返し作業に費
やされています8。

1

http://www.cognizant.com/


非効率的な手作業は、顧客サービスと、問い合わせに対応する速度
に影響し、連鎖反応を引き起こします。

顧客サービス担当（CSR）はシステムで容易に情報を見つけられる
べきですが、顧客は何度も情報を提供しなければならないことがよく
あります。

システム間で情報を入力する際に手作業に依存している場合、顧客
に迅速で便利なサービスやサポートを提供するのが難しくなります。

10 Accenture

米国では昨年、サービスの
問題のため、乗り換える顧
客の概算コストが1.6 兆ド

ルに達しました。10
昨年、52% の顧客は、顧客サ
ービスが不十分なためプロバ
イダーを変更しました。10

73% の消費者は、顧客サ
ービスがより簡単で便利
になることを期待し、61% 
は、より迅速になることを望
んでいます。10

遅い顧客対応
2

http://www.accenture.com/us-en/insight-digital-disconnect-customer-engagement


11 Ungerboeck Software
12 Institute for Robotic Process Automation

すべての100ステップの内、 
人は少し重複する作業を実行す
るだけで、10の誤りを生じさせ
る傾向があります。12

UNLV調査によると、30のデ
ータシートの内、6種類のデ
ータを手作業で入力した学生
は、平均10.23個の誤りを生
じさせました。11 

データ入力エラー
3

手作業が多くなればなるほど、しなくてもいいことをしなければなりません。

例えば物流部門の場合、出荷スケジュール作成のためにEDIや標準デー
タ交換フォーマットを使用することは、必ずしも選択肢にありません。

このような状況があるかもしれません。

1. 顧客が、出荷リクエストをメール送信する。
2. 顧客サービス担当（CSR）は、電子メールを監視し、 
 受信すると、出荷リクエストを印刷しファイルする
3. CSRは、スケジューリングシステムにログインし、 
 手作業で出荷内容を入力する。
4. CSRは、船積会社のポータルにログインし、ピックアップ日、 
 場所、時間を手作業で再入力する。

このように、手作業を繰り返すことでエラーが生じ、 
遅延や顧客の不満につながります。

http://www.ungerboeck.com/blog/when-good-info-goes-bad-the-real-cost-of-human-data-errors-part-1-of-2
http://www.irpanetwork.com/benefits-of-rpa/


人件費の増加

人件費は、請求書処理
の総コストの平均60%
を占めます。14

トレーニング、給与、設備、機器、手当を考慮すると、 
データのコピーとペースト作業に多くのお金を払っていることになるでしょう。

手作業によるエラーのため、やり直しやデータ再入力によって業務が遅れ、 
仕事を進めるためだけに、人を雇用しなければならないのです。

13 Quocirca 
14 CFO
15 Bank Tech

通常の商取引プロセス中、手動および紙ベ
ースのプロセスは、コンピューター支援の電
子文書処理の最大20倍のコストがかかり
ます。15

低レベルな作業によって、 
IT部門の時間の30%が浪

費されます。13

4

http://www.computerweekly.com/news/2240174337/Low-level-tasks-eat-up-30-of-IT-departments-time
http://ww2.cfo.com/expense-management/2015/06/metric-month-accounts-payable-process-cost/
http://v2.banktech.com/management-strategies/the-age-of-the-customer-demands-effectiv/240154052


すべての従業員には、それぞれ独自のワークフローがあります。 
何十人または何百人もの従業員全体で、これらの多様なワークフ
ローを調整するにはコストがかかります。

請求処理、住宅ローンの融資、売掛金、出荷追跡などの重要な作
業において、手作業の差異やエラーがあれば、収益性に直接影響
があります。

16 米国医師会

保険請求処理の事務コストは、米国で年間
2100億ドルにも上ります。16

一貫していないワークフロー
5

ほとんどの銀行の、新しい
口座開設は約30%の完了
率、ローン申請は10%の
完了率です。

http://www.cleveland.com/healthcare-savings/index.ssf/2013/06/ama_says_large_health_insurers.html


さらにコストがかかる5つの理由
残り5 つの理由 

（数のカウントではない）



コンプライアンス・リスクの増加

コンプライアンスの継続的な追求の
一環として、世界的なリテールバンク
のIT支出は次の4年間に20%上昇
し、2018年に1500億ドルに達するこ
とが予想されています。18

17 Capco
18 Ovum
19 米国消費者貸付予測2014年6月–米国抵当銀行協会

金融危機と規制の強化、住宅ローン投資
家や規制コンプライアンスを保証するため
の手作業により、米国の住宅ローン手続
きコストは、わずか10年前の3倍に増加し
ています。19

6

手作業で非常に重要な作業を行う場合、コンプライアンスを簡単に危
険にさらします。

たとえば、銀行が手作業で新しい顧客と商取引をする場合、従業員は
顧客熟知要件を満たすために、本人性を確認し、認証する際に、不正
確な情報を入力することがあります。

規制や要件を守らない結果、高額の罰金を支払うことになります。 

銀行は2010年以
来、3000億ドルを超
える罰金を支払いま

した。17

http://www.capco.com/insights/capco-blog/another-fine-mess
http://www.finextra.com/blogposting/11164/another-fine-mess-300-billion-us-dollars-in-bank-fines-and-counting


プロセスの可視性の欠如 

20 Industry Week 
21 Institute of Financial Management

物流/製造役員のわずか24%のみが、注文
および出荷状況の可視性のために自動化
プロセスを実行しましたが、主な重点は、顧
客関係に影響をもたらすリスクを削減するこ
とである、と述べています。20

7

手作業は、自動化された業務よりも一貫しておらず、追跡がかなり難しくなります。 
100%正確なデータからスタートしていないため、手動プロセスから得られる洞察は本質
的に欠陥があるのです。

可視性の欠如も、顧客サービスに影響を及ぼします。 
問題がどこにあるのか正確に指摘できなければ、顧客が不満をもっているプ 
ロセスの障害や遅延を修正することが難しくなります。

上級財務役員の41%が、 
AP 自動化の最大のメリットとして、
請求書と支払勘定に関する情報の
可視性が向上したことを挙げていま
す。21

調査した監査役の45%が、請求
書や支払勘定の情報における可
視性の欠如が、支払勘定の最優
先課題であると認めました。21

http://www.industryweek.com/articles/the_key_to_supply_chain_roi__improving_visibility_to_drive_out_inefficiencies_in_your_supply_chain_24746.aspx


急速に事業を拡大しようとする場合、手作業ではスピードが遅くなるこ
とがあります。

繰り返しの作業を人員に依存している場合、リソースやコストの管理面
で、シーズンやピーク中に規模を拡大することが非常に難しくなります。

新しい従業員を見つけ、雇用し、研修しなければなりません－学習曲線
を通して彼らを導くのに時間がかかります。

研修済みスタッフの不足や、変化する需要に素早く適応できないため、
成長の機会が失われる場合があります 

Institute for Robotic 
Process Automation

   規模の変更は、人員
よりソフトウェアの方が
容易なのです  

ビジネスへの適応性の欠如
8

»
«



繰り返しの多い日常業務にスタッフの時間を費やす余裕はありません。ま
た、これらの決まった業務の多くは委託する必要があるかもしれません。

しかしアウトソーシングは、遅れ、エラー、質や業務の管理不能など、多くの
欠点があり、顧客サービスを損なう場合があります。

アウトソーシングは、外部企業にデータを引き渡す場合、コンプライアンス
やセキュリティを危険にさらすことになります。

インドとフィリピンの賃金コ
ストは、2020年までに8%
増加すると推定されていま
す－アウトソーシングコスト
を押し上げることになるで
しょう。23

労働ニーズに応えるため、アウトソーシングに大きく依存
9

アウトソーシングは、予想より13%-65% 
もコストが高くなる場合があります。22

22  アウトソーシングの本当のコスト（OFSグローバルサービシーズ 2012） 
23 PWC 世界的な労働予測、2015年9月



革新できないこと
10

24 Information Age
25 Deloitte

単純な事務作業のために、従業員の時間や、知識労働者が、より価値の高い
ビジネス構築や顧客志向の戦略的な活動に注力する時間が奪われます。

これは特に、どれほどテクノロジーを活用してビジネス革新を推進しているか
が評価される、IT部門において重要です。

ITの時間と予算の70%-75%を、仕事を継続させることに費やしている場合、
革新ができません。

企業の70%は、日常的なIT
作業に集中するために成長
が妨げられている、と述べて
います。24

役員の85%は、技術的な
転換を実現することが革新
を推進する上で非常に重
要である、と信じています。

平均プロセスにおける活
動の73%には、付加価
値がついていません。25

しかし、70%は、新しいテクノ
ロジーを活用していないと答え
ています。24

http://www.information-age.com/it-management/skills-training-and-leadership/123457697/keeping-lights-stops-cios-innovating-survey
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/process-and-operations/deloitte-nl-six-tenets-of-intelligent-process-improvement-english.pdf


これを素早く、簡単に直す
方法をご紹介しましょう。



ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、 
時間を浪費する繰り返しの多い手作業を自動化する、 
新しい、コスト効果の高いテクノロジーです。 

RPAはアプリケーション内で作業を行う際、ソフトウェア・ロボットとインテリジェントな
ビジネスルールを使用して、従業員がとるアクションを模倣します。

これらの作業は、以下の間の、情報の参照と検証またコピー＆ペーストを含みます。

ロボティック・プロセス・オートメーションにより、 
デジタル要員を創り出すのです。 

• バックオフィスシステム
• 公共ウェブサイト
• ウェブポータル
• 時代遅れの大型コンピューターシステム
• Microsoft Excel と他のデスクトップ・アプリケーション 
• 他のデータソース

つまり、RPAは従業員と協力するデジタル要員を創り出すのです。



RPAは、複雑なAPIやコーディングの使用に頼らないため、
数カ月ではなく数週間で導入できます。

あなたが考えるよりずっと簡単です

RPAは、既存のテクノロジーに（置き換えではなく）統合するため、
様 な々システムを補完し、日常業務を中断することがありません。

RPAは、ビジネスプロセス管理（BPM）とケース管理自動化プ
ラットフォームを改良し、補完します。ソフトウェア・ロボット、人
員、BPMまたはケース管理ソリューションを含む多角的なアプロ
ーチは、理想的で前向きなオプションです。

つまりロボティック・プロセス・オートメーションは、解決できないよ
うに思われていたデータ統合と自動化の課題を解決するのです。



#3の繰り返しの多い手動のステップを覚えていますか？ 

ステップ4
CSRは、船積会社のポー
タルにログインし、ピックア
ップ日、場所、時間を入力
する。

ステップ2
顧客サービス担当

（CSR）は、電子メール
を監視し、受信すると、
出荷リクエストを印刷し
ファイルする。

ステップ1
顧客が、出荷リクエストをメール送信する

ステップ3
CSRは、スケジューリング
システムにログインし、出
荷内容を入力する。

CSRは顧客にメール確認書を送信する

終了



これはすべてRPAで自動化できます。

ロボットのステップ2 

• 輸送管理システムにロ
グインする 

• 在庫をチェックする 
• ピックアップ日と時間を

予定する 

ロボットのステップ1
• 電子メールを監視する
• 電子メールから新しい出荷リクエストデータを抽出する

顧客サービス担当（CSR）が
例外を取り扱う

例外は？

ロボットが顧客にメール確認書
を送信する 

終了

あり

システムを更新する

なし

STEPS TAKEN 
BY ROBOTS

ロボットのステップ3
• 船積会社のポータルにロ

グインする 
• ピックアップ日、場所、時間

を入力する 



これはすべて素晴らしいよ
うですが、私の役には立
つでしょうか？ 



33 Create Tomorrow

RPAは、ユーザー、データ、システムに関わる事実
上のあらゆるビジネス活動に導入できます。

たとえば...

一般的な、規則をベースとするプロセスは、70-80%自動化できます。33

ヘルスケア
• メンバーの適格性と管理
• プロバイダーの資格付与と契約管理  

保険
• 請求処理
• コンプライアンスとリスク管理

製造 
• サプライチェーン自動化 

輸送と物流
•  出荷スケジューリングと追跡 
• 請求書作成と貸付収集
• 荷の調査と最終処理

業界横断的
• 財務と会計
• セールス・オペレーション

金融サービス
• 住宅ローン貸付
• コンプライアンスとリス

ク管理
• 顧客サービス

http://www.createtomorrow.co.uk/article/robotic-process-automation


人件費のほんの一部で作業を自動化することにより、即座に、 25-50% のコスト節約を生み出します。34

 
スタッフの生産性、サービスレベル、生産能力を  35-50% 増加します

 
一貫して 100% 正確なデータを実現します

 0%のエラー率により、コストの高いエラーを削減します

 
最大 90% 処理時間を削減します 

（平均的なプロセスでは 30%-50% 削減）35

 
平均処理時間を  40% 低下させます

プロセスを完了するまで、複数のシステム/画面に依存することを 14%  
削減します36

定量化できる利点とは？

34 Institute for Robotic Process Automation
35 Virttia
36 Cognizant Center for the Future of Work

http://www.irpanetwork.com/benefits-of-rpa/
http://www.virttia.com/2015/09/benefits-of-robotic-process-automation/
http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/the-robot-and-I-how-new-digital-technologies-are-making-smart-people-and-businesses-smarter-codex1193.pdf


RPAを使用して、労力をかけず、スマートに仕事をします

ビジネスに、より多くの価値と利益をもたらします
 
顧客とビジネスニーズに迅速に対応できます
 
1年365 日、週7日、1日24時間のオペレーションを実現します（ロボットに睡眠は必要ないため）
 
スキルの高いスタッフを解放し、単純な事務作業に時間を浪費するのではなく、 
高価値のプロジェクトに取り組ませることができます
 
監査証跡を提供し、コンプライアンスを向上します 

適応性と拡張性を実現します 

分析によって洞察を得て、プロセスの理解を深め、 
オペレーションの継続的な改善を実現できます



RPA「ロボット」は、私たちの考え方やビジネスプロセス、ITサポートプロセス、ワークフロ
ー・プロセス、リモートインフラ、バックオフィス作業の管理方法に革命を起こしています。 

Institute for Robotic Process Automation (IRPA)の創業者兼CEOのFrank Casale

プロセス自動化はこれまで「手の届かなかった」資本や投資集約的なアプローチでしたが、ロボティック・プロセス・オートメーシ
ョンは、急速にプロセスを自動化する、低コストで中断の少ない方法であると考えています。 

Ovum Group、プロセス転換ツールキットにロボティック・プロセス・オートメーションを追加

最後に、RPA を重要なテクノロジーの手段ではなく、スタンドアローンな万能薬と考えると、戦略的な
価値を解放することが制限されます。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の市場機会を取得、Everest Group

業界エキスパートの意見は？



顧客は最高のRPAストーリーを語ります

収益を推進するため、プログラムの拡
大を実現しました

製品の専門家は、顧客やサプライヤ
ーと緊密に協力する時間を増やすこ
とができました

CSRに費やす時間の
90% から 95%を取り戻
し、より高価値の業務に
割り当てられました

見積もりや請求書を処理するのに必要な
手作業を、1カ月あたり850時間以上も節
約できました

最初の電子メールから数秒以内
で、特別なサービスリクエストを処
理できるよう自動化できました

サイクルタイムを短縮し、デー
タの100%正確性を保証でき
ました

http://www.kofax.com/learn/case-studies/superior-customer-service-through-automation
http://www.kofax.com/learn/case-studies/arrow-lets-the-data-flow-with-automated-procurement-processes


さらにたくさんのストーリーがあります

品質管理やファイルの監査のた
めに必要なすべてのローン文書
を数秒間で収集する能力を実現
しました

ローン書類をデジタル化する転
換時間を、15日から 5 日へ削減
しました

収益を生み出す速度を加速
化し、キャッシュフローを向上
し、1ファンドあたりのコストを
削減しました

申請と更新を素早く
効率的に処理すると
同時に、時間を節約で
きました

プロセスの実行方法に関する理
解を深めることで障害をなくし、効
率を向上しました

ワークフローの合理化により、
臨時従業員を増やさずに2人
だけで仕事を完了できます

http://www.kofax.com/learn/case-studies/union-bank
http://www.kofax.com/learn/case-studies/delta-dental-of-colorado


皆さんはコストを削減しました。優れた顧客サービスを実現しています。データは最新で正確、そしてエラーがありません。
この効率化を設計した皆さんは、ビジネスに価値をもたらすことに時間を多く費やし、単純な日常業務の時間を削減する
ことができます。
ロボティック・プロセス・オートメーションを通じてオペレーションを改善する方法について、詳しくご覧ください。 
  

当社のePaper「仕事の方法をデジタルで変革する –– プロセス転換により、小さな6ステップ
で大きな結果を実現する方法」をダウンロードしてください。

また、RPAサクセスストーリーの詳細については、Kofax.jpへアクセスしてください。 

dr ibbble.com/malyousf i

dr ibbble.com/malyousf idr ibbble.com/malyousf i

dr ibbble.com/malyousf i

次は？

www.kofax.jp
http://www.linkedin.com/company/6427?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1430942085029%2Ctas%3Akofax
http://www.twitter.com/Kofax
http://www.facebook.com/#!/kofax.inc?fref=ts
http://www.plus.google.com/?wwc=1#100912512791656971230/about
http://www.kofax.com/robotic-process-automation
http://www.kofaxfrance.fr/downloads/white-papers/eb-complete-the-productivity-picture-with-rpa-fr.pdf
http://www.kofaxfrance.com

