
Contributes to Teams Platform MAU / IP CO-Sell Wins!

Learn the Secrets to How Internal Conversational AI Leverage Employee Experience

through Intumit's Success Stories

Teams Platform MAU /IP Co-Sellに貢献！
成功事例に学ぶ、
社内向けAIチャットボット活用術と
従業員体験(EX)の向上

Intumit Inc.

Empowering your Digital Transformation with Artificial Intelligence



3.
インツミットについて

会社概要



会社紹介

会社概要

主要製品

パートナー

1999年5月に設立。資本金4億台湾ドル
CMMI Level 3 認証
ISO27001認証取得
2021年2月にESBに登録

SmartRobot
Smart365
SmartKMS
WiSe

AIチャットボット（対話型AI）
社内向けAIチャットボット（対話型AI）
ナレッジマネジメントシステム
インテリジェントサーチエンジン

Microsoft、電算、 CTC、 C&R社、Google、Amazon、

Intel、NVIDIA、Apple、LINEなど

会社概要



主な受賞・実績

Gartner社Microsoft

Microsoft Teams Global 150+ Partner

【2017、2018、2019、2020上半期】

Top Valuable ISV Partner

【中華圏2018年度】

Best Co-Sell Performance ISV

IT調査企業のガートナー

2021年

中華圏における代表的なAIスタートアップ

2017年
中華圏におけるアナリティクス分野のクールベンダー

▲
▲

▲

会社概要

Co-sell Win実績（過去12か月）

台湾・日本： 18



Microsoftとの取り組み

CEO @GCR

Alain Crozier

Microsoft Executive VP

Scott Guthrie

AI Inner Circle
Partner Program

Inspire 2018
at Las Vegas

会社概要

Microsoft Teams 
Partner Alliance



3.Smart365紹介



Smart365：社内向け対話型AI

Microsoft Teams アプリとして社内の問い合わせに自動応対する対話型AIです。
Microsoft 365 の基本操作Q&Aがプリセットされています。



Co-Sell Finderにて登録されているソリューション名

今回ご紹介するSmart365はSmartWork-Teams (Conversational AI)にあたります。

ソリューションID：SOL-53387-JUF



政府・自治体 金融・保険 その他

金融業界におけるチャットボット
導入企業の中でシェア80%以上

台湾国内実績



3.導入事例紹介



3.

MediaTek

メディアテック

導入事例紹介①



世界で4番目のグローバルファブレスIC半導体メーカー

■事業拠点：11カ国、27ヵ所

■従業員数：約17,000人

■導入前の課題： 人事・総務部門への問い合わせ

量が多く、対応に膨大な時間と手間がかかっている

■案件概要：

Teams連携、社内システム連携、シナリオフロー、

BERTエンジンでの自然言語処理、多言語対応

Teamsインターフェース MediaTek台湾本社

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化



社内システム連携による人事関連問い合わせ対応の自動化

健康保険、労働保険等級/
残業時間数の確認 部署全体の残業時間数の確認 休暇日数の確認

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化



社内イベントの開催告知 人事・労務関連のお知らせ

社内イベントや連絡事項のプッシュ通知

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化



多言語対応と回答の出し分け

■中国6拠点と、シンガポール1拠点へもサービス展開

■英語・中国語(繁/簡)・日本語・韓国語での質問の意図を理解して回答

■ログインIDを判別し、役職に応じた回答を出し分け

質問

一般社員用
回答

主任用
回答

多言語での質問
回答

マネージャー用
回答

社員IDでログイン

ログインIDを判別して紐づく回答を出し分け

中国語QAデータベース

BERTを用いた言語処理アルゴリ
ズムにより、翻訳することなく
質問の意図(Intent)を理解

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化



60%

情報の平均検索時間短縮

80%

質問や疑問の自己解決割合

40%

平均作業効率

90%

社内満足度

担当部署への質問

社内ポータルサイト

での情報検索に

時間を要していた

環境変化への不安

や定着化など

DX推進の課題

結
果

結
果

導入効果

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化

ある月のTeams Platform MAU：約19,000



IT部門への拡大（現在構築中）

• IT部門へのサービス展開のため、2022年4月より現在PoC実施中

• FAQ と対話シナリオフロー、システム連携による個人化対応（デバイス申請、修理申請、所有移転等）

項目の大分類選択 申請・依頼項目の選択 APIより情報を呼び出す

MediaTek: 人事・総務の業務を効率化



Bank SinoPac

永豊銀行

導入事例紹介②



項目 詳細

Microsoft製品 Azure VM、Microsoft Teams (予定)

会社概要
1992年設立。
台湾で125行（2021年9月）を展開する中型商業銀行。

利用対象 全行員約5,500人

導入背景
Microsoft365導入に伴うIT部署への問い合わせ殺到の対策とし
て、問い合わせに自動対応できる体制の構築が必要。

ソリューション

IT関連の質問やMicrosoft365の操作関連の質問に対するFAQの
対話型AIサービスを提供。
回答が見つからない場合は有人チャットや担当部署の内線番号
を案内し、エスカレーション。
連携した知識管理システム内の関連ドキュメントを回答ととも
に表示することが可能。

導入効果
いつでも気軽に質問できる環境が整うことで、Microsoft365製
品利用が促進され、IT部署の負荷や社員の検索の手間が軽減

永豊銀行店舗

永豊銀行 金融・保険



社員

社内ITのFAQ
M365のQA

複雑な問い合わせ
ユーザー固有の質問など

ボット内で解決しない場合
有人対応に切り替え

AIチャットボット対応 有人チャットサービス

有人チャット対応

Microsoft 365
FAQ

社内FAQ

永豊銀行

IT関連問い合わせ+ Microsoft365 の操作関連問い合わせ対応

ITに関する問い合わせのセルフサービスにより、業務効率の改善に繋がる



オペレータ

一般的な銀行業務
問い合わせ

対話型AIで解決しない場合や
個別対応が必要な場合は

有人対応に接続、
又は電話での問い合わせ

顧客

外部向け
対話型AI

Q：クレジットカードの解約
について詳細を知りたい

形態素解析により
キーワード抽出

①
②

Search 
API

A： 解約はxxxxxxxxx。
以下、関連資料です。

Excel Word PDF

PDF Excel Word

PDF Excel Word

WordPDF

③

質問に近い上位のドキュ
メントを結果として返す

社内向け対話型AIに
問い合わせ＆
関連資料参照

内部向け
対話型AI

永豊銀行

コールセンターのオペレータを強力に支援

関連資料も参照でき、顧客応対のスピードと効率が向上

ナレッジマネジメント
システム



PCやソフトウェアの操作など
IT関連の社内FAQ

コールセンターのオペレータを
アシストする社内FAQ

Microsoft365 アプリケーションの
操作関連のFAQ約3,400問

社内外FAQ 5,000 ～ 6,000問

永豊銀行

Microsoft 365の操作関連問い合わせに対応



2019年10月に台湾マイクロソフトと永豊銀行との3社合同で、

社内向け対話型AI「SmartWork（Smart365の台湾でのサービス名）」の発表イベントを実施。

Teamsを対話のインターフェースとし、Microsoft365の操作に関する質問に答えるだけでなく、

企業内でのERP、財務、受発注管理システムなどの業務をワンストップで提供することを目的に

プレスリリースイベントを開催。

Microsoft台湾 x インツミット x 永豊銀行



Japanese Cases

日本の事例

導入事例紹介③



項目 詳細

Microsoft製品 Azure VM、Microsoft Teams

会社概要

【A社】
化粧品・健康食品・医薬品などを手がける
大手ファブレスメーカー
【B社】
乳飲料や加工品などの製造・販売を行う大手食品メーカー

導入背景
社内向けチャットボットサービス導入により、情報システ
ム部の負荷を軽減したい

ソリューション Smart365 ＋SmartHelpDesk(有人チャット) 

PoC実施中

PoCの評価後、本番環境もAzure VMで
SaaSでデプロイ予定

【A社】は10月本番運用開始予定
【B社】は2022年度下期本番運用開始予定

日本の事例



社員

社内のよくある質問
M365のQA

複雑な問い合わせ
ユーザー固有の質問など

Teams 
インターフェース

ボット内で解決しない場合
有人対応に切り替え

AIチャットボット対応 有人チャットサービス

有人チャット対応

Microsoft  
365
FAQ

社内FAQ

PoC実施中日本の事例

ITに関する問い合わせの自動化により、情シス部の負荷軽減に貢献

情報システム部を強力に支援



❖ Teams、Outlook、SharePoint、OneDriveなど、日常業務で使用するアプリケーションのQAデータ約1,000問

❖ PowerAutomateやPowerAppと組み合わせることで更なる自動化展開が可能

日本語版Microsoft365アプリケーション操作関連FAQ



Merck China

メルク中国

導入事例紹介④



項 目 詳 細

Microsoft製品 Azure VM、Teams (予定)

会社概要

医薬・化学の分野において世界で最も長い歴史を持つ企業。
製薬会社世界売上高 第3位（2021年）
中国では1933年に上海で設立後、北京、上海、香港、
無錫、南通などに拠点・関連会社を設置

利用対象 全社員約4,200人

導入背景

• 購買部に関連する質問が多く、回答に時間を要する
• 年に数回、開催するセミナーなどのイベントに関して

購買業務が発生するため、毎回同じ質問が多い
• 購買部はより専門的な業務に集中したい
⇒AIサービスにより購買に関する質問に自動で回答

ソリューション Smart365 (社内向け対話型AI)

Merck中国



購買業務対話型AI：購買情報を常時提供

物品の購買(MRO)１

SAP Aribaと連携３

マーケティング関連の購買(M&S)２

メルク全社員
セミナーなどのイベントを開催する際の

購買プロセスや関連情報を提供

物品や設備の購買に際して、

仕入先や担当者などの情報を確認可能

クラウド型購買システムであるSAP Ariba
と連携し、回答に結果を反映

Merck中国

購買に関する問題や疑問が即座に解決でき、業務効率改善に



Taiwan Power Company

台湾電力

導入事例紹介⑤



項 目 詳 細

Microsoft製品 Azure VM（オンプレミス）、Teams（構築中）

会社概要
1919年設立の台湾唯一の電力会社
発送電から配電まですべてを管轄

利用対象 全社員約27,000人

導入背景

• 購買担当への質問がすぐに回答できない
• 購買業務において紙の資料が多い
• 購買に関する法律規定の最新情報についていけない
⇒AIサービスにより購買に関する質問に自動で回答

ソリューション

社内ポータルサイトにて、購買に関する質問に対して回答可能
な対話型AIを設置。回答とともに該当する社内ナレッジマネジ
メントシステムのドキュメントを提示。回答が見つからない場
合は有人チャットへ転送。

台湾電力



１

３

２

台湾電力
全社員

対話型AIで

よくある質問に自動で回答

社内システムや紙の書類など

散在しているドキュメントを

一元検索できる環境を構築

テキストマイニングにより、

社内のナレッジ管理システムから、

関連するドキュメントを提示

台湾電力

購買に関連する法律規定などの専門的な文書を素早く的確に提示



TSMC

台湾積体電路製造

導入事例紹介⑥



項 目 詳 細

Microsoft製品 Azure VM、Teams、QnA Maker

会社概要
世界最大の半導体受託製造企業（ファウンドリ）で、
その時価総額は世界第11位に達している。
台湾最大級でもあり、新竹サイエンスパークに本社を置く。

利用対象
全社員約59,000人（2021年6月時点)
※台湾本社社員は約90%

導入背景
IT部門への問い合わせが多く、対応が追い付かないため、
Q&A作成や回答応対の自動化による業務効率化が必要に。

ソリューション QnA Maker + Smart365 (社内向け対話型AI)

台湾積体電路製造（TSMC）



課 題 QnA Maker＋ Smart365

問い合わせが多く、時間や手間がかかる

同じような質問が多く、自動化したい

Q&A作成や手入力が面倒

回答できない質問への対応

いつでも自動的に対応できるよう
Smart365を設置

QnA Makerで既存のドキュメントから
質問と回答のペアを自動抽出

Smart365での対話シナリオと
システム連携によるパーソナライズ

TSMC: Teams上でのAIアシスタントサービス



QnA Maker連携による効率的なQ&Aサービスの構築



今後のビジョン



AIトータルソリューションのご提案

社内ヘルプデスク

社内での自主的な問題解決

ERP、HRM、IMS、ESG、WFHなど

フロントデスクサービス

デジタルサイネージやロボットによる

インタラクティブサービス

スマートヘルスケア

対話型ヘルスケアアシスタント

公共事業用AIチャットボット

公共交通機関や税務などの情報提供・

手続き支援

顧客アシスタント

コールセンターのサポートとして

モダンワークプレス

付加価値サービス

CAI用アシスタント

学習者による解答と答え合わせ

WBTコンテンツ

スマートスピーカー

UXの改善

マーケティング用途

CRM、リードジェネレーション

ターゲットマーケティングなど

CRM



製造

・TSMC
・メディアテック
・スタンダートフーズ
・GIGABYTE

金融

・野村証券
・Allianz
・永豊銀行
・玉山銀行

リテール・サービス

・SOGO
・リージェント台北
・ファミリーマート
・カルフール
・JTBハワイ

医薬/ヘルスケア

・メルク
・バイエル薬品
・アムジェン
・ベーリンガー
インゲルハイム

NPO・政府

・デンソー
・林原
・SONY
・NISSAN

・東京電力
・札幌雪まつり
・長野県庁
・長野県木曽町
・長野県小布施町
・新潟県上越市

・沖縄銀行
・Citibank
・中華郵政
・南山生命保険

・台湾高速鉄道
・台湾電力
・交通部公路総局
・財政部国税局
・桃園国際空港
・中央健康保険署

・武田薬品
・アボット
・BRAND’S

・EVERRICH
・チャイナエアライン
・タイガーエア
・誠品書店

豊富な実績に基づく先進的なサービスを日本の企業様へ



Microsoft Cloud + Intumit AI Solution

Microsoft Cloudのサービスや技術を基盤とし、
Intumit製品と組み合わせることでその付加価値を向上させ、
様々な業界にサステナブルかつ先進的なイノベーションをもたらします。

皆さまからのご質問をお待ちしております
本日はお集まりいただきありがとうございました sales@intumit.com


