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多くの人がインテリジェントなデータ処理を行えるようにする
IQ Bot ™ こそ、ビジネスユーザーが簡単にセットアップし、様々なドキュメントの複雑な書式や eメールを自
動的に迅速に読み込み、処理するために使用することができる唯一の人工知能 (AI) ソリューションです。

ロボット的な作業に拘束されるナレッジワーカー

今日、企業は構造化されたデータ ソースからデータを使用するプロセスをうまく自動化しています。ところが、
企業のデータの 80% は、「ダークデータ」です。このダークデータはアクセスが困難で、デジタル化されておらず、
かつ RPAだけでは抽出することができない情報です。

ドキュメント形式が多岐にわたること、通信 (eメールやインスタントメッセージ等 ) の特性として構造化の度
合いが極めて低いことが、自動化を進める上での課題となっています。その結果、自動化されたプロセスに提
供するために関連情報を抽出するには、ナレッジワーカーが引き続き作業を行う必要があります。

人からロボット的な作業を取り除く
IQ Bot は、電子文書、画像、eメール等などに隠された半構造化または非構造化データに基づくビジネスプロ
セスを自動化します。IQ Bot では、データをインテリジェントにデジタル化して抽出し、RPA および OCR テ
クノロジーをさらに効果的に利用できるよう、多くの AI 技術が活用されています。IQ Bot は、ナレッジワーカー
が修正したものから継続的に学び、時間の経過とともにより賢くより正確になっていきます。
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学習 今までの 1/10 の時間でセットアップ、2 倍の STP*

*ストレートスループロセッシング。人が関与しないエンドツーエンドの自動化。
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エンドツーエンドの自動化
きわめて直感的
ビジネスユーザーでも 10 倍早くセットアップを行うことができる

短期間で効果を創出
4 週間以内に 70% の STP

最小限の処理コスト
人間参加型のフィードバックから継続的に学習

最小限の検証コスト
品質の劣るドキュメントでも処理可能

IQ Bot で実現する方法
IQ Bot は、コンピュータービジョンや教師なし学習などの最新の機械学習 (ML) テクノロジーを活用して、ドキュ
メントや eメールの「ダークデータ」を読み取って処理を行ったり、画像やドキュメントをデジタル化したり
します。複数ページにわたるドキュメントから非表示データをインテリジェントに見つけ抽出します。品質の
劣るドキュメントでもデータを見つけ抽出することが可能なため、従業員の膨大な前処理にかかる時間を節約
することができます。

オートメーション・エニウェア® のインテリジェントなデジタルワークフォースプラットフォーム (RPA、 
Bot Insight™ (組み込まれたアナリティクス機能 )、Bot Store™ など ) の不可欠な要素として、IQ Bot は企業が比
類ないレベルでの自動化を図ることを可能にします。

IQ BOT が行うこと
複数のページで構成されたドキュメントの分類や分割を自動化
複数のページで構成されたドキュメントから関心のあるページをインテリジェントに特定し、グループ化し、
分類します。

スマートにデジタル化
最新のコンピュータービジョン テクノロジーを活用して、従来の OCR テクノロジーよりもインテリジェント、 
かつ正確にドキュメントをデジタル化します。

世界中の言語をサポート
190 ヶ国語のドキュメントを処理し、ユーザーインターフェースは英語、フランス語、ドイツ語、日本語、 
韓国語、スペイン語、繁体字中国語、簡体字中国語で提供されます。

仕事をしながら学習
ユーザーからのフィードバックから学習することで、継続的に改善していき、時間の経過とともにさらに賢く
なります。

エンドツーエンドのプロセスを自動化
オートメーション・エニウェアは、RPA をコグニティブ技術と組み合わせて、前例のないレベルの STP を実現
します。

IQ BOT が得意とするプロセス

請求書
住宅ローン申請保険金請求
発注書
納税申告用紙
財務諸表
ヘルスケアフォーム
標準決済指図 (SSI)

出荷通知
その他多数

シームレスな統合
既存のプロセスまたはワークフロー
への変更なし

モバイルワーカーの支援
Automation Anywhere Mobile を介し
て、現場のドキュメントのアップロー
ドと処理を促進
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IQ Bot を使用して、インテリジェントなデジタル
ワークフォースの導入を始めてください
従業員がデータを手作業で処理する必要がなくなると、人が最も適している作業、 
つまり知識を活用し意思決定を行ったり、独自の事例を扱ったり例外処理を行ったり
することができます。

ケーススタディ
Fortune 500 のテクノロジー企業

課題

この企業では、受注から回収までの
需要が大きく変動し、さらにこれが
四半期ごとに急増するという問題に
直面していました。この企業では、
ERP の見積もりを 16 回以上検証す
るために 50 人の常勤スタッフ (FTE) 

が携わる受注から回収までを手作業
で行っていました。デジタル化を試
みましたが、この企業が選択した
インテリジェントな OCR ソリュー
ションは、予想したよりもセット
アップ費用が高くつきました。また、
お客様の注文書のテンプレートを手
作業で作る必要があったため、結果
に一貫性が持てませんでした。トラ
ブルシューティングは負担となり、
カスタマーサポートに影響を及ぼし
ました。

ソリューション

非構造化データが大量に含まれる同
社の受注から回収までのプロセスを
自動化するには、オートメーショ
ン・エニウェアの IQ Bot が最も適
していました。IQ Bot により、同
社はわずか 5 週間で、受注から回収
までのプロセスの 60% (そのうち 75% 

でストレートスループロセッシング 

(STP)) を自動化することができまし
た。さらに、5 週間以内に概念検証
から本番での稼働を実現するという
高い目標を達成することができまし
た。優れた透明性を備えた IQ Bot 

は迅速なトラブルシューティングを
可能にし、社内外の顧客に満足して
もらうことができました。

利点

従来の 4/1の時間でセットアップ 

を実現

30 人の従業員がより価値の高い作業

に集中して取り組める

年間 300 万ドルの節約

オンデマンドで拡張し、 75% のスト

レートスループロセッシング

製品に関するお問い合わせやデモをご希望の場合は、下記ホームページ、もしくはメールアドレスからお申し込みください。
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オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社
オートメーション・エニウェアは、人がアイデア、思考、フォーカスを用いて企業を強化できるように支援します。私たちは、世界で最も洗練
されたデジタルワークフォース プラットフォームを提供し、ビジネスプロセスを自動化し、人を定型的な業務から解放することでよりよい仕事
環境の実現を支援します。
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