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ABBYY概要



• 1989年創業（30年）
• 11か国に現地オフィス
• 社員1,200名+ 

(50%+の開発者と言語学者)

• 独立型企業
• 優位性の高いコンテンツIQのための
ソリューションとサービスに注力

• 400以上の特許と特許申請
• AIの革新：

テキスト解析と自然言語処理

• 数千社の顧客ベースと50M+の
ユーザー

• 年間に93億ページが処理される
• 多くのスキャナー、MFPに採用

• コンテンツIQのグローバルリーダー
• “インテリジェントドキュメントプロセスのリー
ダー” Everest Group PEAK Matrix

• 数千の企業＆5000万ユーザ

• 200以上の国と地域でパートナーと協業
• RPAベンダとの協業推進

グローバル 革新的マーケット
リーダー

パートナーシップ
の構築

ABBYYクイック紹介
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信頼性 実績



ABBYY = グローバル企業
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11か国のABBYYグループのオフィス
従業員数：1200名以上

ABBYY欧州グローバルオフィス
ABBYY東欧

ABBYYロシアグローバルオフィス

ABBYY Taiwan

ABBYY 
Japan

ABBYYキプロス

ABBYY イギリス

ABBYY イベリア
ABBYY フランス

ABBYY北米グローバルオフィス

ABBYY オーストラリア

ABBYY台湾

ABBYY Japan
（横浜・東京・大阪）

ABBYY Japanについて
・本社 ：新横浜 2014年2月設立
・大阪支社 ：新大阪 2018年11月開設
・東京オフィス：日比谷 2019年2月開設

提供サービス
・コンテンツIQ (OCR関連)ソフトウェア販売
・技術サポート
・トレーニング
・プロフェッショナルサービス
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AntWorks

NCL Technologies

Kofax
WorkFusion

Infrrd Automation Anywhere
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Everest Group Intelligent Document Processing (IDP) Products PEAK Matrix™ Assessment 2019
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候補者（Major 
Contenders）
志願者（Aspirants）

ABBYY

Parascript

Datamatics HiperScience

EdgeVerve

Hyland
Extract Systems

Celaton

Ikarus

Rossum

Source: Intelligent Document 
Processing (IDP) – Technology vendor 
Landscape with Products PEAK 
Matrix™ Assessment 2019

ビジョン & 能力
(Market success, portfolio mix, and value delivered)

Everest GroupはABBYYを業界リーダーに指名:
インテリジェントドキュメント処理製品PEAK Matrix™ アセスメント 2019



ABBYYの技術と
ソリューション



ABBYYは長年にわたる専門知識をもって、最先端のAIと自然言語処理技術を組み合わ
せてきた

ABBYYテクノロジー構成
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AIと認知処理 非構造化文書向け
自然言語処理

情報ナレッジ抽出 モバイルキャプチャ



ABBYY Content IQとは？
～コンテンツへのAI適用
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Content IQは、デジタルワークフォースが業務
で利用するコンテンツの意味を理解、抽出する
ことを可能にする一連のABBYYテクノロジー
Content IQスキルにより、非構造化コンテンツ
を構造化された活用可能な情報へと変換

© ABBYY Confidential

文書仕分 データ入力 意思決定
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開発キットの提供(SDK)
- OCR
- データ抽出
- 画像の前処理

企業レベルでの運用に対応す
るコンテンツIQプラットフォーム
[オンプレミス&クラウド]

生産性を上げるPCおよびモバ
イル向けパーソナル製品

エンドユーザおよびパートナー
企業への技術サポート
-導入支援
-トレーニング
-24時間サポート

様々なビジネスニーズをご支援

技術 製品 サービス



コンテンツ業務の自動化：データの価値を高める製品の進化
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AI & 機械学習

電子化

STEP 1
分類

STEP 3

文書
変換

STEP 2
様々なデータや知見を抽出

構造化文書
Semi-

structured
Document

s

Unstructur
ed

Document
s

STEP 4

Unstructured
communicati

on

非構造化デジタル
コンテンツ

構造化された
利用可能なコンテンツ

請求書 契約書 メール、SMS



ABBYY 
パートナー



リーディング・グローバル企業によるABBYY技術の活用
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アライアンスパートナー（グローバル）
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ABBYY認定パートナー（国内）
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ABBYY事例



ABBYY製品を活用している業種
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石油・ガス エネルギー

製造業
保険・法律

公共・教育
輸送・物流

銀行・金融
商社・小売

医療



銀行・金融サービス

• 銀行の口座開設
• 顧客書類の確認
• 住宅ローン
• 取引の確認
• クレジットカードの
申請処理

• 詐欺防止とリスク管理
• 財務書類の保管

保険 物流

• 税関申告書
• 配達証明
• 船荷証券
• ログとレポート

• 請求書処理
• 買掛金勘定
• 売掛金
• 契約書の管理
• 図面、仕様書

製造業

• 支払い手続き
• 新規口座開設
• 顧客書類の確認
• ポリシー管理

よくあるご利用例

17
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国内顧客事例（一部抜粋）

© ABBYY Confidential

広告代理店

旅行代理店

BPO（サービスビューロー）

日揮株式会社

プラントエンジニアリング

重工業メーカー

株式会社NTTドコモ

長距離通信キャリア

電力会社

外資系保険

生命保険

クレジットカード

総合商社

専門商社

ロジスティクス

自動車メーカー

タイヤ・ゴムメーカー

精密・計測機器メーカー
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国内事例：日揮様
「FlexiCapture」を活用し業務時間を50%削減

ソリューション:
ABBYY 
FlexiCapture
帳票：図面、設計ド
キュメント等

ゴールと課題
• プロジェクトあたり2万～30万の設計ドキュメントを扱う
• 目視検査（目検）による、時間と精度の限界
• 図とテキストの混在ドキュメントに対するOCR適用の困難さ
導入効果
• 目検作業時間の50％削減
• 人的エラーの削減と納期遅延リスクの低減

２万～30万

設計ドキュメント

業務時間

50％削減
納期遅延リスク

の低減



海外事例(1)：大手グローバルロジスティクス
ドバイの通関を迅速かつ容易に通過

ソリューション:
ABBYY 
FlexiCapture
帳票：通関書類

ゴールと課題
• 多大な時間がかかるドバイの税関での紙書類処理の改善
• 大量帳票の入力処理
導入効果
• ワークフローの改善: 1日10万件の処理
• オペレーターの効率化: 30名から3名へ
• 10倍の生産性向上

10万件

1日の処理

オペレーター

30名→3名

生産性

10倍以上



海外事例(2)PEPSICO
世界的飲料メーカーが請求書処理を自動化

ゴールと課題
• 非効率でエラーが発生しやすい、SAPシステムへの手入力
• 複数の国や言語に対するデータの取得と検証を効率化
導入効果
• 請求書自動処理によるエラー率の低減
• 請求書処理担当者の効率的な業務遂行
• 請求書処理時間の大幅な削減に成功

ソリューション:
ABBYY
FlexiCapture
帳票：請求書

2.1万件

紙請求書

4万ページ

5言語

3か月のPoC

効果実証



海外事例(3)：北米大手物流 AFS
自動データ読み取りにより請求書処理を高速化

ゴールと課題
• 人件費を増加させることなく、紙請求書からより多くの情報を迅速かつ
正確に取得する

• 大量の請求書入力処理
導入効果
• 人員の増加なしで処理時間を半減しより多くの請求書を処理
• 情報収集場所は2か所から46か所へ

ソリューション:
ABBYY 
FlexiCapture
帳票：請求書

260万件

紙請求書

処理時間

半減

年間6万ドル

コスト削減



英国、ギリシャ、チリ、コロンビア、クウェート、サウジアラビア、パキスタン他多数の国で、
国勢・人口調査や選挙用紙にABBYYの技術を活用

インドのオリッサ州では800万人の子供の国勢調査を史上初めてデジタル
処理で実施した。世界銀行の出資により、このプロジェクトはインド電子政
府の第一歩となった

ブラジルの国立気象研究所は、100年にわたる気象観測の歴史をデ
ジタル化し、300万ページの文書すべてを産業や農業の分析予測に
利用可能にした

バングラデシュの保健省は、3000万世帯に対し、最初の健康調
査を実施した。それ以降、バングラデシュの他の政府機関はデジタ
ル処理に切り替た

国家プロジェクトでの採用
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文化遺産のデジタル化にも活用されるABBYYの技術
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イギリスのスコットランド
にあるエジンバラの王立
植物園は、所有してい
たすべての植物の画像
デジタルライブラリを作
成し、300万件の植物
に関する情報のデジタ
ルアーカイブを作成

47か国から3000人の
ボランティアが参加し、ト
ルストイの全文学90巻
をデジタル化した
www.readingtolsto
y.ru

Gutenberg-DEプロ
ジェクトはドイツの古典文
学をデジタル化した。
ABBYYの技術は、17
世紀にまでさかのぼる
ヨーロッパのテキストの複
雑なフォントの認識をサ
ポート。プロジェクトはEU
委員会の支援を受けた。

ボリジョイの歴史を公開
するために60か国
7000人のボランティア
が面白いポスターや演
目、珍しい写真のデジタ
ル化を手伝った。現在
では250年ものボリジョ
イバレー団の歴史は自
由にオンラインで閲覧可
能である。
www.openbolshoi.r
u

イギリスのサザンプトン大
学ハートレー研究図書
館は、資料をデジタル化
して利用可能にし、他の
国際デジタルアーカイブに
接続

http://readingtolstoy.ru/
http://openbolshoi.ru/


RPA＋ABBYY
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ABBYY Content IQ: 業務コンテンツの理解と処理
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システムとロボット
業務を運用するアプリケーションと

デジタルロボットプロセス

DatabasesRobotic Process 
Automation (RPA)

ECM ERP, CRM, BPM

ABBYY Content IQ:
・コンテンツの理解
・非構造化コンテンツを実用的な
情報へと変換
・インテリジェントなビジネス判断

各種業務フローの入口
コンテンツベースの処理

構造化 & 非構造化コンテンツ

FAXMFP

SCANWEB

MOBILE

E-MAIL

最重要分野



RPAをよりスマートにするABBYY Content IQ
自動化における3つの段階: OCR、 機械学習、自然言語解析、 認知（コグニティブ）

ベーシックRPA（ルール）

既存アプリケーションのルールベースで
処理している部分を抽出して
ロボットで自動化する

CONTENT IQ:
電子化, 検索化, スクリーンキャプチャ

コグニティブオートメーション
ヒトを模倣してロボットが直感や判断、
問題解決を含む処理を自動化する

CONTENT IQ:
テキストの解析と理解

構造化されたコンテンツをロボットが
理解し、自動処理に適用する

CONTENT IQ:
電子化, 分類, 抽出, 学習

拡張型RPA（学習）

Content IQ Technologies and Solutions



20%
デジタル利用

構造化コンテンツ

データベースデスクトップアプリケーション
エンタープライズシステム

スプレッドシート
CSVファイル

80%
利用不可

各種文書（準構造化）

非構造化コンテンツ

請求書
申告書

注文書
船荷証券

財務書類
報告書

Eメール
メッセージ

契約書
リース書類

ローン申請
税務署類

本人確認書
パスポート

ABBYY
CONTENT IQ

により自動化可

RPAにより
自動化実現済

業務コンテンツの区分とABBYY適用範囲



主要RPAプラットフォーム向けFlexiCaptureコネクタ

*RPA プラットフォーム

コネクタ

企業向けキャプチャ（AI-OCR)
• 非定型・準定型帳票に対する
文書仕分とデータ抽出

• オンプレミス、スケーラブル
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*9/13現在公式サポート

https://www.youtube.com/watch?v=URdZldEK9lY
https://www.youtube.com/watch?v=URdZldEK9lY


ソリューション:
ABBYY FlexiCapture
ABBYY FlexiCapture 
for Invoices
帳票:
請求書
発注書
債権
申請書
船荷証券
顧客書類
住宅ローン

RPA＋ABBYY 事例
ロボットの賢さとプロセスの効率化

北米の消費財 大手代理店
年間50万件の船荷証券の処理

世界最大手 製薬会社
注文書のSAP入力（明細含）、SAP連携によるマスター突合・検証
一拠点にて年間150万の注文書処理自動化を実現

大手電力会社の自動化
再販業者および小売業者からの12万件の在庫返品請求の伝票処理

グローバル大手データセンター
請求書処理の自動化により年間14,000時間の削減を実現
仕入先との取引応答時間を最大60％短縮



FlexiCapture
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ABBYY FlexiCaptureとは

ABBYY FlexiCapture

OCR
&

ドキュメントの
仕分け

データキャプチャ
(データの抽出) 

データ
Excel, csv, 
XML形式
＋

外部API連携

RPA

自動
Email 

帳票入力

業務システム



FlexiCaptureの特徴

33

高い認識率
画像品質補正

オンプレ＆クラウド
スケーラビリティ

非定型帳票対応
準定型帳票 （可変
帳票)対応

外部API連携
モバイル対応

AI学習機能
自然言語処理



ABBYY FlexiCaptureは様々な種類の帳票からの読取を実現
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非定型帳票

自然言語処理（NLP)AI学習 or テンプレート

固定帳票 準定型
（可変帳票）



[ABBYY新製品] 複数の業務システム間をまたぐプロセスの可視化を実現

ABBYY Timeline – プロセスインテリジェンス

イベントデータの取得

構造化・非構造化データを含むイベン
ト情報をTimelineにロード

各種分析・モニター
イベントの分析と各プロセスの時系
列化表示

2019年内
提供予定
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ご清聴ありがとうございました！

ABBYY Japan Co., Ltd.

www.abbyy.com/ja-jp

info_japan@abbyy.com



ABBYYジャパン株式会社
2019年9月13日
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