
“ファーストラインワーカー”
の創造力

Microsoft HoloLens が解き放つ
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現場担当者の作業を遠隔から支援できる
 「 Dynamics 365 Remote Assist 」

マイクロソフトの
MR ビジネスアプリケーション

現実空間に 3D モデルを自在に配置できる
 「 Dynamics 365 Layout 」



「  Dynamics 365 Remote Assist 」を使えば、

Microsoft HoloLens を装着したオペレーターの
視点画像を共有しながら、遠隔地から PC やスマート
フォンを通して指示を出すことができる。例えば海外
の工場でトラブルが起きた際、日本にいるエンジニア
が遠隔サポートすることで問題を解決するという
使い方もできる。海外にエンジニアを派遣したり、

常駐させるコストを考えると画期的なソリューションだ。

Microsoft HoloLens を装着して仕事している人の動きのデータをリアルタイムに取得できるため、
経営側や管理側から見ると建築現場や工場などで行われている作業の進捗を把握するツールにもなる。PC 

やタブレットを持ち込みにくい現場の状況がタイムリーに分かることで、さらなる生産性の向上や作業の
可視化、さらには事故などのリスクの回避にも役立つ。
「 Dynamics 365 Remote Assist 」は、Microsoft 365 の標準ツールである Microsoft Teams 上
で動かすアプリケーションであるため、利用に際し特別な研修は必要ない。また、いつもの自分の Microsoft 

アカウントで利用できるのもメリットだ。
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製造業や設備メンテナンス業などを始め、あらゆる業種でニーズの高い「遠隔
支援」。Microsoft HoloLens の MR ビジネスアプリケーション「 Dynamics 

365 Remote Assist 」がそれを可能にします。

「ベテランのノウハウやアドバイス、作業に
必要なドキュメントを現場にいながら入手できたら…」

「 Dynamics 365 Remote Assist 」

現場と本部のコミュニケーションを変える
「 Dynamics 365 Remote Assist 」

現場担当者の作業を遠隔から支援できる

2016年に出演したCM、ヤマザキ ランチパック「ふれあい女
性篇」で注目を集め、現在は舞台やドラマ、映画等で活躍して
いる。特技は器械体操と水泳。オスカープロモーション所属。
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Dynamics 365 Remote Assist 活用シーン

Dynamics 365 Remote Assist 機能紹介

Microsoft Teams の連絡先から本部にいる担当者を呼び出す。もちろん
本部から現場担当者を呼ぶこともできる。

遠隔地にいる現場担当者と本部をつなぐ
現場にマニュアルを持参していない場合でも、臨機応変に必要なドキュ
メントを検索して作業者の視界に表示。

作業に必要な情報を業務システムから検索

本部にいる担当者は現場作業者の視界を PC などで確認しながら、視覚的
に指示を書き込むことができる。

作業のポイントや操作箇所の特定を遠隔支援
十分なノウハウを持たない現場担当者の場合でも、作業ミスを起こすこと
なく、迅速な対応が可能になる。

本部の遠隔支援によってスムーズに作業を完了

製造業、設備メンテナンス業、建築業、不動産業、医療分野など。
現場と本部間のコミュニケーションが必要とされる、あらゆるビジネスで活用可能。

これまで ICT の恩恵を十分に受けられなかった現場担当者＝「ファーストラインワーカー」の生産性・創造性を複合現実が大きく開花させる。

ファーストラインワーカーの働き方を変える“Mixed Reality”

Microsoft HoloLens で実現する新しいワークフロー

製造業

アーキテクチャー＆
エンジニアリング

ヘルスケア

防衛

リテール

文教・教育

エキスパートによる遠隔支援
遠隔支援

インドア／アウトドアでの利用
空間プランニング

環境情報へリアルタイムにアクセス
空間 ＆ IoT データへのアクセス

一人でもステップバイステップで
トレーニング

トレーニング
3D ホログラムを用いた
コラボレーション

コラボレーション



「今ある 3D の設計データを現実空間に表示してサイズ感や設置性・作業性の検証
ができたら…」
製造業や建設業において実際にモノを作ってからの「手戻り」は大きなコスト増とロス
タイムにつながります。「  Dynamics 365 Layout 」を使えば、現実空間の中で
様々な事前検証が可能になります。

Microsoft HoloLens を装着することで、現実空間にバーチャルの  3D データを配置し、空間配置をシミュレーションできる
のが「 Dynamics 365 Layout 」だ。最近では VR を使った空間配置シミュレーションソフトも出てきているが、ゴーグルで視界を
覆ってしまうため歩き回ることができず、大きさや距離の概念がつかみにくいというデメリットがあった。
「 Dynamics 365 Layout 」は Microsoft HoloLens の高度なセンサーを活用して、現実空間の中を自在に歩き回りながら、配置
シミュレーションや、動線の検証をすることができ、例えば、機器を配置した空間を人が通れるか、通れないかなどが簡単に分かる。
建築現場で機材を配置する際に「職人の作業動線がどうなるのか」、「作業姿勢は体に負担がかからないか」といったことを等身大の
空間レイアウトの中で確認することが可能だ。
また自動車や建築物などのサイズ感も、現実空間との対比でリアルに確認できる。様々な 3D データフォーマットのインポートに対応
しているので、すぐに活用できるのもメリットだ。

マイクロソフトの 
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現実空間に 3D モデルを自在に配置できる
「 Dynamics 365 Layout 」

「 Dynamics 365 Layout 」

等身大の目線で空間配置を
シミュレーションできる



Dynamics 365 Layout 活用シーン

Dynamics 365 Layout 機能紹介

事前に設備配置のデータを VR 空間で作成し Microsoft HoloLens に
転送できる。現場で直接 Microsoft HoloLens によるスキャンも可能だ。

配置環境の空間情報を用意
実際に現場に赴き、任意の箇所に 3D モデルを配置・検証。3D モデルの
向きや大きさ、移動は指先のジェスチャーで行える。

指先のジェスチャーでモデルを配置

設備を無理なく搬入・配置できるか、作業者の動線を妨げない空間が確保
できるかなど、現場で物理的なモノとの干渉を確認できる。

物理的な干渉を事前に検証
Microsoft HoloLens の視界を通して、3D モデルを設置した状況を遠隔
地の担当者と共有でき、迅速な意思決定に貢献。

シミュレーション状況を共有
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Dynamics 365 Remote Assist 動作要件
動作要件

Microsoft HoloLens（ビルド 10.0.14393.0 以降）

Windows 10 PC（オプション）

Remote Assist software

Azure Active Directory （Azure AD）

Microsoft Teams

Microsoft O�ce 365

Dynamics 365 for Field Service （オプション）

インターネットアクセス

Dynamics 365 Layout 動作要件

Microsoft HoloLens（ビルド 10.0.17134.77 以降）

Windows 10 PC（ビルド 17134.0 以降）

Azure Active Directory （Azure AD） 

Dynamics 365 Import Tool

シェアリングアプリ（Remote Assist、Skype など）

インターネットアクセス

設備導入などにおける機器設置のシミュレーション

生産ラインにおける作業動線の検証

製造業における製品試作前のデザインレビュー

リフォームにおける完成イメージの事前確認 など



Microsoft HoloLens の導入検討から購入まで、日本マイクロソフトのほか
以下のリセラーにもご相談をいただけます。

Microsoft HoloLens 開発パートナーのご紹介

DataMesh株式会社
Tel : 03-3527-2998　Email : service@datamesh.co.jp
https://www.datamesh.co.jp/

株式会社電通国際情報サービス
g-xr-info@group.isid.co.jp
https://www.isid.co.jp

株式会社博報堂
http://www.hakuhodo.co.jp

株式会社博報堂プロダクツ
Tel : 03-5144-7384　Email : hakuhodo-VRAR@hakuhodo.co.jp
https://www.h-products.co.jp

株式会社ホロラボ
Email : info@hololab.co.jp
https://hololab.co.jp

株式会社ハニカムラボ
Tel : 03-6276-2484　Email : hololens@honeycomb-lab.co.jp
https://www.special.honeycomb-lab.co.jp/hololens/

株式会社インフォマティクス
Tel : 044-520-0847　Email : gyroeye@informatix.co.jp
http://www.informatix.co.jp/gyroeye/

株式会社 神戸デジタル・ラボ
Tel : 078-327-2280　Email : info@kdl.co.jp
https://www.kdl.co.jp

株式会社ナレッジコミュニケーション
Tel : 047-397-8897　Email : cloud@knowledgecommunication.jp
http://narekomu-vr.com

KPMGコンサルティング
https://home.kpmg.com/jp/ja/home/about/kc.html

株式会社エム・ソフト
https://www.msoft.co.jp

株式会社協和エクシオ
Tel : 03-5778-1416　Email : info-it@hqs.exeo.co.jp
http://www.exeo.co.jp

株式会社南国ソフト
Tel : 03-6662-8960　Email : contact@7659sw.com
https://7659sw.com/

株式会社ネクストスケープ
Tel : 03-5325-1301　Email : inquiry@nextscape.net
https://www.nextscape.net/

株式会社ピクチャーエレメント
https://www.pictureelement.jp

株式会社ポケット・クエリーズ
Tel : 03-5333-1533　Email : query@pocket-queries.co.jp
http://quantize-world.com

株式会社セック
Tel : 03-5491-4770　Email : info@sec.co.jp
https://www.sec.co.jp

株式会社シャンティ
http://shanti-robo.co.jp

株式会社積木製作
Tel : 03-6666-9220　Email : info@tsumikiseisaku.com
http://tsumikiseisaku.com

株式会社wise
Tel : 03-6453-8328　Email : info@wiseinc-net.com
https://www.wiseinc-net.com

安川情報システム株式会社
 https://www.ysknet.co.jp

Microsoft HoloLens の実証実験や新たなアプリケーションの開発にあたっては、ぜひこちらのパートナーに
ご相談ください。あらゆる業種業界にわたり、豊富な知見を持った開発パートナーが21社賛同いただいています。こ
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Microsoft HoloLens
リセラーのご紹介

Microsoft HoloLens についての詳細・ご購入は
〒108-0075 東京都港区港南2丁目16-3 品川グランドセントラルタワー
https://www.microsoft.com/ja-jp/business/hololens日本マイクロソフト株式会社

日本ビジネスシステムズ株式会社
03-4540-6478 受付時間 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く
https://www.jbs.co.jp/contact/jbs

株式会社大塚商会
03-3514-7723 受付時間 9:00～17:30 ※土曜・日曜・祝日を除く
https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/microsoft/hololens/

横河レンタ・リース株式会社
03-5908-1831 受付時間 9:00～17:30 ※土曜・日曜・祝日を除く
https://www.yrl.com/product/it_rental/others/hololens.html

Microsoft HoloLens はレンタルでもご利用いただけます。横河レンタ・リースまでお気軽にお問い合わせください。

Development Edition  333,800円（税込）
Commercial Suite 555,800円（税込）

Microsoft HoloLens

（社名ABC順）


