
Kofax TotalAgility® 

を活用し、デジタル変換を実現

ペーパーレスの先
を見据えて



モバイルで常に接続している現代の顧客を満足させ、競合他社の一歩先を進むという、日常的な要求
に応えるには、ビジネスの俊敏性が必要です。 真のインテリジェンス。オートメーション。 

そして顧客の思いどおりに、円滑にやり取りする方法。
 情報キャプチャは重要なコンポーネントですが、真のデジタル変換（DX）には、 

さらに多くのことが必要になります。 
この電子書籍は次の方法により、TotalAgility がどのように、組織がデジタル変換の目標を達成するようサポー 

トできるかを説明します。

可視性と効率の向上 可視性と効率の向上 顧客との親密な関
係の構築

企業の俊敏性の実現

デジタル変換 (DX)：デジタルテクノロジーを活用することで、製品やプロセスを向上します。



関係を維持します。
エンドツーエンドで展開します。

ほとんどの企業を運営する基幹システムは、現代の顧客を
満足させるために必要な、スピード、コラボレーション、適応

性、セルフサービス機能向けに設計されていません。
企業が、特にビジネスに重要なFirst Mile™ *において、簡
単で一貫した直感的な方法で、顧客やパートナー企業との
エンゲージメントを実現するためにモバイルとオンラインの

チャネルを提供することには、メリットしかありません。

*First Mileは、商取引きや請求処理、新しいプログラムに登録する
ときなど、組織と顧客間の情報集約型のやり取りすべてを含みま

す。これらには、時間とコストがかかる場合があります。また、第一印
象の「決め手」となり、全体的な関係に影響します。



摩擦のない?
エンゲージメントが高い?

力づける?

困難?
つながりのない?

不満?

事実を受け入れましょう。 迅速で簡単、効果的なやり取りで
顧客を力づけることは、持続的で互いに有益な関係を築く

ために必要ですが、なかなか達成できない目標です。 

また、革新的な組織は、情報集約的なビジネスプロセスを
最新式にし、デジタルに変換することは、顧客との取引過程
を向上し、よりよい結果を生み出す鍵を握ることをすでに知

っています。

簡単な調査

接客体験は次のように感じますか?

あるいは



現在、ビジネスでは、人を中心とした、既存のアナログのビ
ジネスプロセスでコストとミスを削減しながら、さらに効率
化することが期待されています。キャプチャの先を見据えな
ければなりません。ペーパーレスの実現は、はじまりにすぎ

ません。
ビジネス全体でエンドツーエンドのデジタル化を進めた組

織は、他社を引き離しています。

デジタル革新は避けられません。紙ベースのプロセス、切
り離されたチャネル、およびレガシーシステムは、これから

の時代に十分ではありません。

によると

Celent、デジタルに関する銀行の新しい見解、パート1

金融機関の
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顧客対応の迅速化（社内/社外）

スタッフのリソースの削減/生産性の向上

状況と仕事量の監視と可視性の向上

リモート/モバイルの利用しやすさの向上

明確な監査証跡と規制コンプライアンス

他の非プロセススタッフの可 
視性/アクセス

ミスの削減

例外/エスカレーションの管理の向上

社会的責任/輸送と資材のコスト削減

完全デジタルプロセスの利点
紙のないプロセスから得られた最大の利点は?

出典：AIIM 紙の戦い
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比べものにならない：
デジタルvsアナログ



即座に、マルチチャネルで文書集約的な顧客とのやり取りを実現する－モ
バイルを含む

あらゆるチャネルで、インバウンドとアウトバウンドのドキュメント処理をデ
ジタル化する

デジタル署名を実現し、顧客の郵便物をデジタル化する

ドキュメント処理を、重大なビジネスプロセスによって効率的に統合する

全ドキュメントのライフサイクルを通して、オートメーション化を増やす

プロセスの早期にドキュメントのミスを見つける

プロセスの例外をよりよく管理する

生産性を高め、成長にうまく対処する

私たちはそのとおりだと思います。

だから、今こそキャプチャの先、ペーパーレスの先を見据え、-
First Mileプロセスをデジタル化するときなのです。

オペレーションの
「やるべきこと」リストは、
 このようになっていますか?



DX TotalAgilityは、顧客関係のFirst Mileを向上するための、
世界初の統一されたデジタル変換プラットフォームです。

顧客との取引過程を通して、個別の接点をデジタル化する
ことで－例えば、ドキュメントの収集や送信、あるいは新し
い契約の電子的な署名など－TotalAgility はプロセスを
迅速化し、情報の可視性を向上し、コストを削減し、ミスを
最小限に抑え、組織が顧客とやり取りできるようにします。

すなわち、 TotalAgilityは高価値の顧客との取引過程‐新
規顧客の商取引き、請求処理、融資の実行、市民サービス
の提供、サプライヤー管理など－を迅速化し、よりよい結果

をもたらします。
 

デジタル変換への
道筋をご紹介

あなたのビジネ 
スのために、

Kofax
TotalAgility ®



TotalAgilityはビジネス全体において、予想可能で力強い
ワークフローをオートメーション化するようサポートします。 

結果：エンドツーエンドのデジタルプロセスのオー 
トメーション化

TotalAgilityは、新規顧客の商取引き、請求処理、融資の
実行、口座サービスおよび管理など、情報集約型のビジネ
スプロセスのすべての面に、デジタルテクノロジーをもたら

します。 

TotalAgilityを活用して、すべてをデジタル
化します。

デジタルテクノロジー  
を通したビジネス変換



• 情報集約的なプロセスからコストを絞り出す
• 顧客エンゲージメントを高め、顧客満足度を向上する
• 処理ミスを削減し、データの品質とコンプライアンスを

向上する
• いずれの当事者間のコミュニケーションについて、真の

可視性を実現し、制御する
• より重要な優先事項にリソースを集中させる
• プロセス効率を推進し、ビジネスを簡素化する
• 競争力、成長および収益性を高める

TotalAgility 
は以下をサポートします。



真の顧客から真の価値
貴社のような組織がどのように、以下のビジネスインパクトの4つの重要エリアにおいて、

オペレーション全体を革新し、TotalAgility の利点を実現しているかを見ていきます。 

1
情報の可視性

2
卓越した業務

3
顧客エンゲー 

ジメント

4
ビジネスの俊敏性

https://www.linkedin.com/company/kofax/
https://twitter.com/Kofax
http://www.facebook.com/#!/kofax.inc?fref=ts


1234
情報の可視性を向上する

問題： マリオン郡上位裁判所は、インディアナ州で最も多忙な郡裁判システムです。
本裁判所は多くの場合、時間的制約に基づき必要とされる、毎年4,000以上の捜索令状を処理しま
す。 警官は本質的に、不規則に管理業務を実行しており、裁判官を車で探さなければならず、捜索令
状の許可を待たなければなりませんでした。マリオン郡は、もっとうまく捜索令状の処理を管理する方
法を求めていました－法執行機関や司法職員を解放し、より重要な職務に集中させる方法です。

ソリューション： マリオン郡はBerkOne と連携し、革新的な電子捜索令状システムを開発しました。Kofax ソフ
トウェア上に構築したこのシステムは、紙のファイルをデジタルドキュメントに置き換え、提出、審査、許可プロセスを合
理化します。

結果： 令状を承認し、返却する平均時間は18 分です。応答時間の迅速化により、警官は警察の職務を進められます。

ケーススタディ：  マリオン郡|情報とサービスへのアクセス向上 



1234
オペレーションの効率を実現する

問題： Arteris‐ブラジル最大の有料道路運営会社‐は、デジタルのバックオフィスサービス
を実現するために、新しい共有サービスモデルに移行しました。同社は、コストの削減、品
質管理の向上およびサービスレベルの向上を求めていました。   

ソリューション： 9つの免許所有者の運営会社として、  Arterisは、買掛金と売掛金、記録の管理および共有サービス
センター [SSC]への報告など、管理および会計サービスを統合することを決定しました。新しいSSCを支持するため
に、Arterisは長年のパートナー企業 TR Processと協力し、Kofax TotalAgilityをもとに構築された、プロセス・オート
メーションおよび分析プラットフォームを設計しました。このソリューションは、Arteris がリソースの使用を最適化し、コ
ストを削減し、一貫した高品質のサービスを実現する上で役立ちます。

結果： 共有サービスチームは合理化され、デジタル化されたプロセスと、豊かな分析の洞察を活用し、重要なビジネ
スサービス向けのサポートを素早く、信頼できる方法で、効率的に実現しました－コストを削減し、Arterisが収益のあ
る成長への道を開くようサポートしています。

ケーススタディ： Arteris |リソースの使用を最適化し、コストを削減する



1234
顧客エンゲージメントを高める

問題： あなたが請求者であろうと保険業者であろうと、自動車保険の請求プロセスは誰に
とっても楽しいものではありません。それは適切に請求を解決するために、すべての関係者
から紙のドキュメントを作成・照合する、不満と困難だらけのプロセスです。

ソリューション： 自動車ファイナンスおよび保険会社のSafe-Guard Productsは、顧客の要求が高いセルフサービス
オプション、迅速な対応、プロセスに関する完全な可視性を提供していました。彼らはまた、情報を取り込み、提出し、
やり取りするために、コンピューターやモバイルデバイスなど、馴染みのある、便利な方法を使用したいと考えていまし
た。請求プロセスの他の利害関係者、販売代理店、先取特権者なども同じことを求めていました。

結果： 年間300万件の契約を処理し、ひと月あたり14万件の契約を処理するTotalAgilityは、請求処理時間を 25%
から30%も削減するようサポートしています。

ケーススタディ： Safe-Guard Products International | 新しい透明性と満足度レベルを実現する



1234
企業の俊敏性を実現する

問題： Colorado Housing and Finance Authority (CHFA)は、大部分が手作業で紙ベースの
プロセスにより、ローンのサイクルタイムの遅延が生じていることがわかりました。CHFAは不十分
な可視性と、個別のローン申請状況に関する洞察について懸念があり、これは貸し手にとって、非
常に不確かな状態でした。

ソリューション： Kofaxドキュメントキャプチャおよび管理ソリューションは、新規貸出を、合理化され、効果的なペーパ
ーレスプロセスに転換するようサポートしました—大幅なコスト節約を推進し、貸し手と顧客に対する対応を向上しま
した。プロジェクトの一部として、CHFAは貸付パートナーに、申請プロセスに関する完全な透明性を可能にするウェブ
ポータルサービスを開発しました。

結果： CHFA はローン決定処理時間を3-7日から43分未満に短縮し、貸し手に対し、ローン申請状況について、これ
までにない可視性を提供しています。

ケーススタディ：Colorado Housing and Finance Authority  | ビジネスを抜本的に最適化する



3つのある程度の問題：

ここで問題となっ 
ていることは?

最新のデジタル組織としての能力

顧客、パートナー企業、サプライヤー、 
従業員または他の有権者との関係

競争優位性

1

2

3



さらに1歩進めますか?

?
ペーパーレスの先を見据えていきます。  

TotalAgilityを活用し、デジタルの価値を最大限に高めます。
First Mileのビジネスの課題を解決し、競争力を獲得し、効率化するための豊富な機能に

より、力を強化します。
TotalAgilityには、統合前のロボティック・プロセス・オートメーション、モバイルおよび全方
位型情報キャプチャおよび顧客エンゲージメント、電子署名、カスタマー・コミュニケーショ

ン・マネジメントおよびプロセス・インテリジェンスが含まれます。
真のエンドツーエンドのデジタル変換に移行します。



多くのデジタルロボットを利用し、単独
で、あるいは従業員とともに、幅広い作

業をオートメーション化します。従業員の
生産性を向上し、コストを削減し、効率

化し、ビジネス決定に関する可視性の向
上を実現します。

ロボティック・プロセス・オー 
トメーションを活用し、オー 

トメーション化をさらに進める

Kofax
KapowTM



幅広いチャネル（電子メール、印刷、オン
ラインなど）全体で実現できる、一人ひと
りに合わせた通知を自動的に作成・管
理し、顧客関係をより個人的なレベルに

高めます。

顧客と本当のコミュニケー
ションをとる

Kofax
Customer 
Communications
Manager™



スマートフォンやタブレットを、ドキュメン
トを取り込むだけではなく、データを整
理し、抽出する洗練されたスキャンデバ
イスに転換します。あらゆる場所からデ
ータを取り込み、ビジネスプロセスに提

供できます。

現在の場所で顧客に会う

Kofax
Mobile CaptureTM



簡単で安全な電子取引において、直筆
の署名プロセスを超えて、完全なデジタ
ル体験を実現します。コストを削減し、締
結までの時間を短縮し、顧客満足度を
向上し、コンプライアンスを高めます。

インクに「さようなら」、 
デジタル変換に「こんにち

は」を伝える

Kofax
SignDoc®



ビジネスプロセスのデジタ
ル化ケースの構築

次のステップは以下のとおりです。

ご連絡ください。私のケースを構築する準備ができ
ています。

• 現在の弱点を特定し、優先させる
• 新しいソリューションと革新の潜在的な影響を

定量化する
• 将来のオペレーションについて、説得力のある

可視化を生み出す
• 変革に対する、納得できるビジネスの理由を文

書化し、提示する
• 許容できる期間で、変革を実行することを確信

できるプランを作成する
• 変革への後援やサポートを募る



Kofaxがどのように組織のデジタル変換をサポ
ートできるかについて、詳しくは、 
info@kofax.comまでご連絡いただくか、または
949.783.1333にお電話ください。

kofax.com

ご連絡ください。
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