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課題
光学式文字認識 (OCR) やデータ キャプチャなどの従来のソ
リューションを使ってドキュメントや非構造化コンテンツの
ダーク データからデータを抽出するには、時間のかかるセッ
トアップやエキスパートによる統合が必要です。そのためセッ
トアップや運用のコストが高くなり、ダーク データ中心のプ
ロセスを自動化している企業はほとんどありません。

ソリューション
IQ BotTM は、ダークデータ処理の民主化という、新たなアプ
ローチを取っています。ビジネスユーザーでもセットアップ
が簡単で、さまざまな文書や E メールを自動的に、しかも迅
速に読み込んで処理できる、業界屈指の人工知能 (AI) ソリュー
ションです。IQ Bot は人間の行動から学習し、より速く、よ
り正確になる一方、セットアップや運用のコストを削減でき
ます。

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) を使用して情報を抽出しデジタ
ル化することで、非構造化データを構造化します。

メリット

1/10 のセットアップ時間

• 教師なし分類によって類似ドキュメン
トが自動でグループ化され、テンプ
レートが自動作成されるので、セット
アップ時間が 90% 削減されます。

ビジネスユーザーにとって使いやすい

• AI と ML を活用して ROI を数か月では
なく数日で達成します。

データ精度の向上

• 低解像度や手書きのドキュメントで
も、コンピューター ビジョンとファ
ジー論理で正確なデータ抽出が可能に
なります。

継続的な STP の向上 

• 人間のフィードバックで継続的に STP* 

が向上し検証コストが下がります。

エンドツーエンドのプロセス オートメーション

• Automation Anywhere Enterprise RPA プ
ラットフォームにスムーズに統合し複雑な
ワークフローが完全に自動化されます。

モバイル対応 

• Automation Anywhere Mobile アプリでド
キュメントをアップロードし処理できるため
生産性が向上します。
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IQ Bot データシート

*ストレート スルー プロセッシング: 人間の関与しないエンドツーエンドの自動化

機械学習と AI の日常的なプロセスへの活用

認識
コンピューター ビジョン

Bot が意思決定に活用できる 
データをインテリジェントに 
抽出できるよう非構造化 
コンテンツを特定して分類

理解
自然言語処理

意志決定を向上させるため 
コンテンツの意味と意図を 
把握

補足
ファジー論理

音声アルゴリズムやエンター 
プライズアプリケーションとの 
ファジーストリン グマッチング 
で抽出データを検証して補足

改善
機械学習

人間の行動を観察して 
学習し専門性を高め 
精度の向上と例外の 
低減を実現
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システム要件 (最小限)

• 8 コア (仮想と論理)

• 32 GB の RAM

• 500 GB のストレージ
• オンプレミス/プライベート、パブリック、 
ハイブリッド クラウド

 

サーバーのオペレーティング システム

• Windows Server 2008 R2 Standard

• Windows Server 2012 (Standard または Datacenter)

• Windows Server 2016 (Standard または Datacenter)

 

データ管理システム

• Microsoft SQL Server 2012、2014、2016、2017 

(Express/Standard/Enterprise/またはそれ以降)

• Microsoft Azure (RTM) 12.0.2000.8

• Oracle

データ抽出テクノロジー

• ドキュメント分類 (ML ベース)

• テキストの自動補正 (ML ベース)

• インテリジェントな文字認識 (ML ベース)

• 人間が支援する出力検証 (ML ベース)

• チェックボックスとオプション ボタン (ML ベース)

AI/ML テクノロジー

• コンピューター ビジョン、ディープ ラーニング、再帰型ニュー
ラル ネットワーク、畳み込みニューラル ネットワーク、ファジー
論理、幾何学的ハッシング、意味解析など

ドキュメントの入力形式

• PDF (ベクター形式、ラスター形式、ハイブリッド)、TIF/TIFF、
PNG、JPG/JPEG

 

光学式文字認識 (OCR) エンジン

• Tesseract 4、FineReader Engine 12.2、Microsoft Azure OCR

ドキュメントのエクスポート形式

• CSV

• RPA TaskBot (JSON、Excel、Word、テキストなど) によるその
他の形式

ドキュメントの処理能力

• 最大で 1 日あたり 10,000 ページ *

• 最大で 1 日あたり 50,000 ページ (クラスター化) 

* サーバー構成およびドキュメントの複雑度によって異なります 

対応ブラウザ

• Chrome Version 69+、Internet Explorer 11
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主な特徴

エンタープライズ対応 

• 事前構成済みですぐに利用できる
ユース ケースが組み込まれており
Bot StoreTM から他のユース ケースも
利用可能

• 業界で使用されている複雑な固定形
式ドキュメントの抽出をサポート  

(例: UB-04、Acord-25)

• ロール ベースのアクセス制御

よりスマートなデータ抽出 

• 高度なコンピューター ビジョンを使用し
て低解像度のドキュメントを処理

• 身分証などから手書きの文字 (英語のみ)

や重要な情報を抽出
• 人間によるフィードバックで STP が 

向上 

Web ベースのデザイナーおよびバリデーター 

• Web インターフェースによる IQ Bot の 

トレーニングと管理 - クライアント  

ベースのソフトウェアは不要
• 画面を分割して抽出データと元の 

データを比較検証
• カスタム ユーザー論理を追加して 

データ抽出を強化

スムーズな統合

• Enterprise RPA Control Room との 

シングル サインオン (SSO) 統合で 

ユーザー管理を最適化
• Bot InsightTM 分析ツールを搭載
• 業界屈指の OCR を統合可能

複数言語のサポート

• 190 言語でのドキュメント処理
• 10 の主要言語をサポート (GUI):  

英語、フランス語、ドイツ語、 
イタリア語、日本語、韓国語、 
スペイン語、ポルトガル語、 
繁体字中国語、簡体字中国語

インテリジェントな分類

• ML を活用して類似ドキュメントを 

自動的に分類およびグループ化 

• 複数ページにわたるドキュメントから
関連性のあるページを特定して分離

• 複数行、二重表など複雑な表を処理

Automation Anywhereについて
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。

Automation Anywhere           www.automationanywhere.com/jp            contact_Japan@automationanywhere.com

@AutomationAnwJP          www.facebook.com/AutomationAnywhJP

Copyright © 2019 Automation Anywhere, Inc. All rights reserved. Automation Anywhere、Automation Anywhereのロゴ、Go Be Great、BotFarm、Bot Insight、 
IQ Botは、米国またはその他の国あるいはその両方で認可された商標登録です。本発行物におけるその他の製品名の記載は識別目的のために用いられており、 
各企業の商標登録である場合があります。

http://www.automationanywhere.com/jp
mailto:contact_Japan%40automationanywhere.com?subject=
https://twitter.com/AutomationAnwJP
www.facebook.com/AutomationAnywhJP

