
Teams は単なるWeb 会議ソリューションではありません。
オフィスでの会議以外にも、店舗や物流など現場業務の
コミュニケーションや情報共有、お客様との会話、医療や介護、
保育施設など、いつでも・どこでも・誰とでも、安心・安全な
コミュニケーションに活用することができます。

お客様のビジネスのデジタルトランスフォーメーションを
進めるうえで参考にしていただけるよう、
具体的なシナリオをご紹介します。

Microsoft Teams
活用事例シナリオ集

ここにも使える!
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工場や作業現場でのトランシーバー通話

作業中のメンバーにトランシーバー形式で音声指示・連絡
工場や作業現場で働くチームメンバー全員に一斉に音声で連絡することができます。
トランシーバー形式のため常時通話状態にする必要はなく、必要な時にだけボタンを押し
て音声を送ることができます。

スマートフォンの操作不要、ヘッドセットのボタンのみで通話
ノイズキャンセリング・防塵・防水デバイスで、屋外現場でも活用
手袋を着けていてスマートフォンの操作がしづらい現場でも、ヘッドセットの送話ボタン
でトランシーバー通話を利用することができます。また、防塵・防水デバイスを使用する
ことで、屋外の作業現場でも気兼ねなく Teams でのコミュニケーションが可能です。

図面や作業指示書を共有して確実な作業を実施
図面や作業指示書は電子ファイル化して Teams で共有することで、ペーパーレスの作業
環境を実現できます。作業のデジタル化を進められることがトランシーバー専用デバイス
にはない Teams を活用することの大きなメリットの一つです。

ものづくり・作業現場編



作業現場をリモートから支援
ヘッドマウント型のカメラデバイスを使用すれば、熟練工や専門エンジニアがリモートか
ら現場作業員の目線で状況を確認し、作業を支援することができます。インターネットに
接続できる環境であれば屋外でも利用可能です。

作業中の現場メンバーとリモート支援の社員のコミュニケーション
現場の作業員はハンズフリーでリモート支援側とコミュニケーションが可能。会話のため
に手元作業を中断する必要がありません。また、ヘッドマウント型ディスプレイにリモー
ト側から図面や写真など作業に必要な情報を表示・共有することもできます。

作業前後の情報共有や報告は Teams で実施
作業開始前に作業内容や関連情報を Teams で共有することができます。たとえ直前に作
業内容に変更が生じても差し替えは容易です。また、作業完了後は Teams から作業終了
を報告することができます。

現場作業員をリモートから支援
ものづくり・作業現場編



非対面による商談
お客様と直接お会いすることが難しい場合でも、Teams を活用することで、リモートでも
対応することができます。Teams 会議によるリモート商談なら、お客様も来店のための
移動が不要となり、来店機会が少なかった平日の商談を増やすことも可能になります。

保険や金融の商談など広範囲に利用可能
Teams 会議によるリモート商談は、保険や金融をはじめ様々な業種の商談に適用すること
ができます。Teams でのオンライン会議以外にも、チャットで気軽に会話したり、資料を
電子ファイルで送ったりすることが、お客様との距離を縮めることにつながります。

1 対 1 だけではなく、3 名以上でも可能
Teams 会議形式で実施することで、1 対 1 だけではなく 3 名以上での商談ができるように
なります。たとえば、実家にいる高齢の両親向けの商談に、遠方に住む家族がリモートで
参加して一緒に内容を確認するといったことも可能です。

オンライン営業
営業・セールス編



オンラインでの非対面ショッピング
“密”を回避するために来店機会の減っているお客様向けに、オンライン ショッピングの
機会を提供することで、お店との接点を増やし商品の購買に結びつけます。
また、遠方のお客様など通常は来店が難しいお客様の需要も取り込むことができます。

説明員による商品説明やカメラ映像等で実物の細部を確認
お客様と説明員が会話しながら、カメラを通して商品の詳細を説明することが可能です。
通販サイトとは異なり、説明員とのインタラクティブなやり取りで商品の細部を確認でき
るため、お客様は安心して商品を購入することができます。

専用デバイスの簡単なタッチ操作で PC に不慣れな説明員も対応可能
専用の Teams 会議用デバイスを使用することで、PC に不慣れな説明員でもタッチパネル
の操作で簡単にお客様対応を行うことが可能です。

リモートショッピング
卸・小売業



対策本部や主要部門に専用デバイスを
設置して対策会議を実施
多人数が集まる対策本部や主要部門では、Teams
会議専用デバイスを設置。専用デバイスは操作が
簡単で、集音能力やビデオ画質が良いため、より
質の高い会議を実施することができます。

緊急対応時の情報連携

災害やトラブルなど緊急対応が必要な場合、
現場と対策本部を Teams で接続することで
リアルタイムの情報連携が可能です。現場が複
数ある場合でも、対策本部を中心に多拠点会議
を行って確実な情報伝達を行うことができます。

デジタルホワイトボードを使って
情報を共有・集約
現場の状況説明などはフリーハンドで書き込むこ
とができるデジタル ホワイトボードで情報共有
を行います。PC やタブレット、スマートフォン
などマルチデバイスで利用できるため、現場への
情報共有もスムーズです。

ビデオや写真、地図情報を使って
現場の状況を正確に共有
ビデオや写真を使うことで言葉では説明しにく
い現場の状況を的確に伝えることが可能になり
ます。地図情報を組み合わせることで、現場の
位置情報を正確に共有することができます。

緊急対応時のコミュニケーション
危機管理編



医療・メンタルケア編

オンライン診療で、移動負担や待ち時間の削減
様々な理由で通院が困難な場合も、Teams を活用することで、オンラインで診療を受ける
こともできます。病院までの移動負担や、診察前後の待ち時間の削減も期待でき時間を有
効に活用できます。

病室にデバイスを置くことで、医師と患者が簡単につながれる
病室に Teams 専用デバイスを置くことにより、医師と患者がお互いの顔を見ながら質の
高いコミュニケーションを行うことができます。リモートからでも、定期的な診察を継続
して実施することが可能です。

オンライン診療に加え、オンラインカウンセリングも！
病院のオンライン診療だけでなく、カウンセリングのツールとしてメンタルヘルス対策へ
の利用も可能です。産業医による従業員へのカウンセリングや、自治体による住民への
サービスにも活用できます。

オンライン診療・カウンセリング



ソーシャルワーク編

Teams Rooms の広角カメラで
相手に見えやすい手話
高性能カメラを搭載したTeams 専用デバイスなら、
通訳者の上半身を広角で映すことができるため、
オンラインでも見えやすく、円滑な手話コミュニ
ケーションが可能です。

自治体や病院、お客様相談窓口等での
手話によるコミュニケーション
公共の窓口等では、聴覚に障碍をお持ちの方との
コミュニケーションに、手話による通訳が必要と
なる場合があります。Teams を活用すれば、
簡単にオンラインで手話通訳を利用できます。

通訳者の配備人数の最小化と
稼働率適正化
Teams を使用したオンラインでの手話通訳により、
最小限の通訳者で多くの窓口に対応することも
可能になり、リソースの最適化にもつながります。

窓口サポートにとどまらない
オンライン対応
手話通訳者が窓口にいない場合は筆談などでの
コミュニケーションになりがちですが、
手話通訳者が Teams 会議で参加することで、
問い合わせ窓口での手話対応が可能になります。

オンライン手話通訳



託児所に預けた子どもをいつでもビデオで確認
Teamsを活用することで、スマートフォンやタブレットから、
託児所に預けた子どもの状況をいつでも、どこからでも見守ることが
できます。これにより、安心して仕事に集中したり、買い物や用事を
済ませることが可能になります。

オンライン授業参観・卒業式
感染症対策で大人数での一斉参加が難しい授業参観や卒業式などの
学校行事も、Teams を活用すれば、自宅から参加することができます。
また、遠方に住んでいる親戚もリモート参加で離れた家族の成長を
見届けることができます。

子育て支援編

子どもの安全見守り、成長の見届け



社内サポート編

ハイブリッド（Bot + 人）社内ヘルプデスク

社内ヘルプデスクへの問い合わせを Teams 上の Bot が受付・対応
ヘルプデスクへ問い合わせを行う際、利用者は電話が繋がるまで待たされたり、メールの
回答がすぐには得られないなどのさまざまな課題がありますが、問い合わせの初期部分を
Teams 上の Bot に集約することで、対応スピードを向上させることができます。

人の対応が必要になった場合に Bot が担当者へエスカレーション
Bot による対応で問題が解決できなかった場合、Bot から担当者へエスカレーションされ
ます。利用者は引き続き Teams 上で担当者と音声通話や、画面共有を行うことで、
問題解決までサポートを受けることができます。

過去の蓄積情報による対応で担当者の作業負荷を大幅に削減
問い合わせの内容を蓄積していくことで、Bot が対応できる内容が増えるため、担当者の
負荷が大幅に削減されます。また、担当者が参照できる情報も増えていくため、問題解決
までの時間を短縮することもできます。



リソース：Microsoft Teams 活用ガイド

ダウンロードはこちら！
https://aka.ms/TeamsBrochurev2

ダウンロードはこちら！
https://aka.ms/TeamsBook

Microsoft Teams 日本語カタログ第2版 Microsoft Teams 徹底活用ブック

Teams を最大限ご活用いただくための分かりやすいガイドブックをご用意しております。ぜひご利用ください！

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams

https://aka.ms/TeamsBrochurev2
https://aka.ms/TeamsBook
https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams


リソース：Microsoft Teams “Meeting” 活用ガイド
Teams を最大限ご活用いただくための分かりやすいガイドブックをご用意しております。ぜひご利用ください！

できる Microsoft 
Teams Rooms 導入編

ダウンロードはこちら！
https://aka.ms/dekirurooms

リモートワークの需要が高まる中、会社の
会議室もリモートワーク仕様にしませんか？
Teams Rooms デバイスの導入を分かりやすく
説明しています。

Microsoft Teams を活用した
ハイブリッドワーク

ダウンロードはこちら！
https://aka.ms/meetingteams

Teams 会議の活用方法を具体的な機能や連携
アプリも含めて分かりやすく紹介しています。

Microsoft Teams Rooms で
実現するハイブリッド会議
リモート参加者と会議室にいる参加者が、
まるで全員同じ空間にいるかのようなミーティ
ング体験を！

ダウンロードはこちら！
https://aka.ms/roomsebook

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams

https://aka.ms/dekirurooms
https://aka.ms/meetingteams
https://aka.ms/roomsebook
https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams


Enjoy, Teams ! キャンペーン
Microsoft Teams で、もっとチームになろう！

Teams TV
1回10分の社内勉強会コンテンツ

Enjoy, Teams！TIPS リーフレット
& 壁紙 (全4種類)

毎日の業務以外でも Teams Meeting を活用できます。
歓送迎会やお花見も今年はリモートで。

離れていても、楽しい時間を共有し、もっと強いチームに。

ダウンロードはこちら！ ダウンロードはこちら！

https://aka.ms/tips10 https://aka.ms/kabegami3

Teams をまだ活用しきれていないと感じるお客様に！
社内勉強会用のコンテンツをご提供します。

詳細はチラシを
ご参照ください！

開催者用：https://aka.ms/tv4admins
参加者用：https://aka.ms/tv4users

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/wsi/teams


本資料は情報提供のみを目的としており、2021年3月時点でのマイクロソフトの見解を基に作成したものです。状況等の変化により、内容は変更される場合があります。マイクロソフトは、本資料の情報
に対して明示的、黙示的または法的な、いかなる保証も行いません。
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