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本書の目的

Microsoft Teamsの導入を検討しているが導入時の注意事項がわから

ない、導入後の運用が大変、Office 365 の他製品のリソース管理が大

変といった問題により導入に踏み切れないお客様に対して導入のハー

ドルを下げることを目的としております。

免責事項

本プレゼンテーションには、本プレゼンテーション内で説明されているソフトウェアの最終的な製品版の発売時に実質的に変更される可能性のある予
備情報が含まれています。本プレゼンテーションに記載されている情報は、本プレゼンテーションの発表時点におけるマイクロソフトの見解を反映し
たものです。マイクロソフトは市場の変化に対応する必要があるため、記載された内容の実現に関するマイクロソフトの確約とは見なされないものと
します。また、プレゼンテーションの発表後は提示されている情報の正確性に関して、マイクロソフトはいかなる保証もいたしません。本プレゼンテ
ーションは情報提供のみを目的としています。

明示、黙示または法律の規定にかかわらず、本プレゼンテーションの情報についてマイクロソフトは一切の保証を行うものではありません。

マイクロソフトは、本プレゼンテーションに記載されている内容に関し、特許、特許出願、商標にかかわる権利、著作権、またはその他の知的財産権
を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス契約上に明示の規定のない限り、本プレゼンテーションはこれらの特許、商標、著作権、
またはその他の知的財産権に関する権利をお客様に許諾するものではありません。
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1. Microsoft Teams 基礎知識
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Microsoft Teams とは？

• グループでのオープンな会話と 1 対 1 での会話

• スケジュールによる会議またはアドホックな
音声/ビデオ会議

• モバイル デバイスでの音声/ビデオ通話

• 組織外のユーザーを招待可能

• Office 連携 ＆ Office 365 サービス群との統合

• ユーザー、ファイル、チャットの一括検索

5
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Office 365 全体で統一された Microsoft Teams 管理

• Microsoft Teams は Azure AD でマスター管理され、ID やメンバーは Office 365 全体で同一の情報を格納

• Office 365 の各コア サービスが各種データを格納

• Exchange Online : 個別チャット ログ、チーム チャット ログ、予定

• SharePoint Online : ファイル、サイト、OneNote ノートブック、Wiki

• Microsoft Teams に対する変更は双方向 (サービス – Azure AD) で同期

SharePoint 
Online 

ファイル
サイト

OneNote ノートブック

SharePoint
サイトコレクション

チャット ログ

グループ
メールボックス

Exchange 
Online 

ID
所有者

メンバー

Azure AD

ファイル

OneDrive for 
Business

チャット ログ

ユーザー
メールボックス

チーム チャットの場合 個別チャットの場合

Office 365 Groups

Microsoft Teams
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Microsoft Teams 前提条件

 Office 365 Business Essential, Business Premium, F1, E1, E3, E5 のラ
イセンスが必要

 Office 365 管理画面にて Microsoft Teams がオンになっていること

 Exchange Online 及び SharePoint Online ライセンス有効が推奨

✓ Exchange Online 利用不可の場合はアーカイブ・予定表連携・メール連携が不可となる

✓ SharePoint Onlineが利用不可の場合は個別チャット・チーム内へのファイル投稿が不可となる

ブラウザ・デスクトップアプリ・モバイルアプリにて利用可能

✓ 但し、ブラウザ版・モバイルアプリ版は一部機能制限あり
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チーム作成におけるアーキテクチャ①

まずはチーム
を作成

チームの中で
チャネル作成

チャネル内で
コラボレー

ション
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チーム作成におけるアーキテクチャ②

チーム：各種プロジェクトに渡るメンバー・コンテンツ・ツール・
組織内のジョブの集合体

✓ プライベートチーム：招待されたユーザのみ参加可能なチーム (最大2,500人)

✓ パブリックチーム：組織内の誰もが参加可能なチーム (最大2,500人)

チャネル：チーム内で特定のトピック・プロジェクト・分野等の会
話をするために作成

✓ チームの全員がオープンに会話可能な場となる。プライベートなやり取りはチャット機能
にて実現

✓ チャネルはタブ・コネクタ・ボット等のアプリにより拡張可能
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サンプルチーム例

チーム名 チャネル 連携アプリ

営業第1チーム 年次販売会議 Power BI
Trello
CRM
サマライズボット

四半期ビジネスレビュー

売り上げ戦略

広報 プレスリリース RSSフィード
Twitterニュースおよび更新情報

ファクトチェック

技術運用 インシデント管理 チームサービス
Jira
Azure Bot

スプリント計画

作業項目

組織横断プロジェクト 会社戦略 Power BI
Microsoft Stream人材育成

競争と研究
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Office 365 グループと Microsoft Teams
 Office 365 グループについて

✓ Microsoft Teams 内でチームを作成するとSharePointドキュメントライブラリ、OneNote
ノートブック、その他の Office 365 クラウドアプリケーションと関連付けられた Office 
365グループが作成される

✓ Teamsの機能をグループに追加することが可能。追加を行うと全般チャネルが作成される

✓ Teamsの機能を有効にしている Office 365 グループからメンバーを削除すると削除したメ
ンバーのTeamsクライアントの表示からそのチームが削除されるまで約1時間掛かる

グループメンバーシップ

✓ チームのメンバーを削除すると Office 365 グループからも削除される

✓ グループから削除するとTeamsクライアントからチャネルが削除される

✓ Office 365 管理ポータルにてグループからメンバーを削除すると SharePoint や OneNote 
といったコラボレーション機能へのアクセスを失う。但し、チャット機能には約1時間ア
クセス出来る
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Exchangeと Microsoft Teams の連携

ユーザメールボックス
ホスト先

チーム作成 チーム参加 チャネル作成 会議作成 写真変更 タブ追加 ボット追加

Exchange Online はい はい はい はい はい はい はい

Exchange Online
専用 vNext

はい はい はい はい はい はい はい

Exchange Online
専用 レガシー ※

はい はい はい いいえ いいえ いいえ はい

Exchange On-
premises ※

はい はい はい はい いいえ いいえ はい

ユーザーのExchangeメールボックスはオンラインまたはオンプレミスにホストすること
が可能

※ Azure AD との同期が必要
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Microsoft Teams との SharePoint Online と OneDrive for 
Business の連携

チャネル内にアップロードされたファイルは
SharePoint Online 上に保存される

チャット内にアップロードされたファイルは
One Drive 上に保存される
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Microsoft Teams と Skype for Business の
相互運用性
Microsoft Teams・Skype for Business 間でチャット及び通話を実現することが可能。
サポートされているトポロジは以下の通り

◆ Skype for Business Online を利用 ◆ Skype for Business ハイブリッド構成を利用

 制限事項
✓ Teams・Skype for Business 間での複数人チャットは不可
✓ Teamsのマークダウン、リッチテキスト、絵文字のセットはサポートされない
✓ Teams・Skype for Business 間の画面共有機能はサポートされない
✓ 1対1による通話を複数人通話にすることは不可
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2. Microsoft Teams 展開計画
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チームの展開方法を考える
チーム作成の運用管理のパターン例

事前の設定 (ストレージの設定、データ分類など)

概要 メリット 懸念点

A すべての社員が自由にチームを作成可能 • すぐにコミュニティーを作成することができ、
コミュニケーションが活発になる

• 作成されたチームの運用をどうするか検
討しなければいけない

B 役職の範囲で作成権限を委譲：管理職が チー
ムを作成可能

• 部署ごとにフットワークの軽いコミュニ
ティーを発足することができる

• ある程度ガバナンスを利かせることができる

• チーム作成後の管理を誰が担うか検討し
なければならない

• Teams の活用度合いが部署ごとに差が
出る可能性がある

C 特定の部門（例: IT 部門）でチームの権限管
理を持つ

• 運用、管理を合わせて IT 部門でガバナンスを
きかせることができる

• 全社的に Teams の導入を平等にできる

• IT 部門の負荷が増える
• 利用申請の手間により、ユーザーの利用

へのハードルが上がる

IT管理者

子会社
IT 部門

グループ会社
IT 管理者

IT管理者

営業部門
管理職

企画部門
管理職

IT 管理者が運用ポリ
シーの遵守を前提に
Teams 作成権限を
委譲

親会社の IT 管理者が
運用ポリシーの遵守を
前提に子会社の IT 部
門の管理者に Teams
作成権限を委譲
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チーム作成の運用例

C. IT 部門でチームの権限管理を持つ

1. チームの作成依頼申請

チームの初期設定の状態

申請者
（ 所有者）

2. チームを作成し、
申請者を保有者に設定し、
必要な初期設定を実施

IT 部門の管理者

IT 部門の管理者

申請者 /
Teams 所有者

3. 必要に応じてメンバーや
所有者を追加

Tチームの運用時の状態

申請者
（ 所有者）

チーム メンバー
（メンバー）

追加の管理者
（ 所有者）

IT 部門の管理者

4. 利用完了後は、
IT 管理者だけを所有者と
して残し、運用ルールに則り管理

チームの利用後の状態

IT部門
（所有者）

IT 部門の管理者は
Exchange 管理者もしくは
グローバル管理者の役割を保有

初期設定の例
・サイトのサイト コレクションの

管理者の変更
・チームの外部共有の設定 など
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導入前に決めておくことチェックリスト (1/2)
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決定事項 選択肢 作業

チームの作成は誰が行うか □誰でもできる □管理職 □IT 部門 P31 チームの作成ユー
ザーを制限したい

IT 部門が一括して作成を行うのであれば、
管理（所有者）は誰にするか

□ IT 部門が所有者 □チーム作成依頼者に所有者を委任
□ 両方所有者になる

ゲストの参加を許可させるか □ゲスト参加 OK □ゲスト参加不可 P36 チームに外部 (ゲ
スト) ユーザーを招待

Office 365 グループの運用
□既存のグループの運用のまま使う

□グループの導入は初めて

メール ドメインを分けるか
□ユーザー アカウントのメールドメインと一緒

□ユーザー アカウントのメールドメインと分ける

P33チーム作成時の
メール ドメイン設定

アドレス帳非表示するか □表示させる □表示させない P32 組織アドレス帳で
アドレスを非表示

ファイル共有ストレージの容量制限 □既定のまま使う □制限する P34 ストレージ上限を
制限

チームのライフサイクル
□そのまま半永久的に残す □使わなくなったらすぐ削除

する □チームの有効期限 (自動削除期限)を設定する

P39チームの有効期限
(自動削除期限)を設定
する

何を監査対象とするか
□チャネルでの会話 □ファイルの削除・編集・追加

□チャットの会話 □監査しない

P41 電子情報開示/保
持



導入前に決めておくことチェックリスト (2/2)
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決定事項 選択肢 作業

Giphy, ステッカー, ミームは利用するか □利用 □禁止 □チームごとに設定 P25テナント/チームご
との全体の設定

コネクターは利用するか □利用 □禁止 □チームごとに設定
P25テナント/チームご
との全体の設定

Bot を利用するか □利用 □禁止 □チームごとに設定 P25テナント/チームご
との全体の設定

ダイレクトチャットを許可するか □利用 □禁止 P25テナント/チームご
との全体の設定

画面共有、ビデオを許可するか
□画面共有は利用 □ビデオは利用

□両方許可 □両方禁止

P25テナント/チームご
との全体の設定

クライアント環境

どうインストールさせるか
□自分でインストールさせる（管理者権限不要）

□SCCM □（モバイル）会社のポータル

P27 Teams クライアン
ト インストール

ネットワークの構成

帯域幅は問題ないか □Network Planner で試算
https://myadvisor.fasttr
ack.microsoft.com/Clou
dVoice/NetworkPlanner

接続先の構成は必要ないか □Office 365 接続先を確認 http://aka.ms/o365end
points

https://myadvisor.fasttrack.microsoft.com/CloudVoice/NetworkPlanner
http://aka.ms/o365endpoints


Microsoft Teams 組織ポリシー

• 例

• チームを作成したいエンドユーザーは IT 部門に申請、作成したチームの所有

者は申請したユーザーに設定される

• 申請時に利用期間（延長可）を指定する

• チャット、画面共有、ビデオは許可。Giphy とステッカーは許可するがミー

ムは全社的に禁止

• すべてのチャネル、チャットの会話を監査対象とする

• 各チャネルのファイルタブに保持できるデータは原則 5GB まで

• 利用期間を過ぎたら IT 部門が所有者となり、6 か月の保持期間を経た後チー

ムを削除
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3. Microsoft Teams 導入
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テナント/チームごとの全体の設定
テナントごとの設定

（テナントの全体管理者が設定）
各チームごとの設定

（各チームの所有者が設定）
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ライセンスの有効化

• 標準では全てのユーザーのTeamsライセンスは

有効になっている

• 組織内全体のライセンスのオンオフが可能

• ユーザー個別のオンオフ設定は組織全体のライセ

ンスをオンにしてから個別にオンオフ設定する

• PowerShellによるライセンスオンオフも可能
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ユーザへの周知

• Teamsクライアントのインストール

インターネットよりダウンロードしてインストール

• マニュアル整備/ユーザートレーニング

Teamsの操作マニュアル及び管理者マニュアルを整備し、

ユーザートレーニングを実施
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4. Microsoft Teams 運用管理
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運用管理一覧

1. チームの作成ユーザーを制限したい

2. 組織アドレス帳でチームのアドレスを非表示にしたい

3. チーム作成時のメール ドメイン設定

4. チームで使用するファイル ストレージ上限を制限したい

5. ガイドライン/データ分類の設定

6. チームに外部 (ゲスト) ユーザーを招待したい

7. 削除したチームの復元

8. チームの有効期限 (自動削除期限)を設定する

9. Microsoft Teams のアクティビティ監査

10. Microsoft Teams の電子情報開示/保持

11. Microsoft Teams の利用状況分析
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Microsoft Teams 運用管理の前提条件

Teams の運用管理 (一部) を実施するには、事前に Azure Active Directory V2 Public Preview 

モジュールのインストールが必要

インストール手順例
1. Azure Active Directory 用の Windows PowerShell を起動
2. 以下のコマンドレットを実行

Install-module AzureADPreview

3. インストール完了後、Windows PowerShell から Azure AD に接続
$AzureAdCred = Get-Credential
Connect-AzureAD -Credential $AzureAdCred

<参考> Azure Active Directory PowerShell Version 2
URL：https://docs.microsoft.com/ja-jp/powershell/azure/active-directory/install-adv2?view=azureadps-2.0

※ 2018/02 時点では、Azure Active Directory V2 General Availability はコマンド未対応
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チームの作成ユーザーを制限したい

特定のユーザーのみ (IT 部門、マネージャー など) チームの作成権限を付与
＃ 事前にチーム作成ユーザーをメンバーとしたセキュリティ グループを作成する必要あり

制御手順例
1. Windows PowerShell で Azure AD に接続
2. 以下のコマンドレットを実行します

• すべてのユーザーの作成の禁止の設定
$template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate -Id 62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b
$setting = $template.CreateDirectorySetting()
$setting["EnableGroupCreation"] = "false"
New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $setting

• 特定の Groups のみ作成を許可する設定
$targetgroup = Get-MsolGroup | Where-Object { $_.DisplayName -eq “<セキュリティ グループ名>”}
$template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate -Id 62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b
$setting = $template.CreateDirectorySetting()
$setting[“EnableGroupCreation”] = “false”
$setting[“GroupCreationAllowedGroupId”] = $targetgroup.ObjectId
New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $setting

作成権限を持つユーザーの画面
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作成権限を持たないユーザーの画面

<参考> Microsoft Teams で役割と権限を割り当てる
URL：https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/assign-roles-permissions

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/assign-roles-permissions


組織アドレス帳でチームのアドレスを非表示にしたい

Office 365 管理者側で Exchange 組織アドレス帳からチームのアドレスを非表示設定

制御手順例
1. Windows PowerShell で Exchange Online に接続
2. 以下のコマンドレットを実行

Get-UnifiedGroup | ?{$_.DisplayName -eq “人事部チーム"} | Set-UnifiedGroup -HiddenFromAddressListsEnabled:$true
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運用例 : チームの作成制御を実施している場合、チーム作成時の初期作業で実施
チームの作成制御を実施していない場合、週次、月次など定期的な間隔で一括非表示設定 (PowerShell) を実施

既定の状態 チーム アドレス非表示設定後

<参考> PowerShell で Office 365 グループを管理する
URL：https://support.office.com/ja-jp/article/aeb669aa-1770-4537-9de2-a82ac11b0540

https://support.office.com/ja-jp/article/aeb669aa-1770-4537-9de2-a82ac11b0540


チーム作成時のメール ドメイン設定

チーム作成の際に自動的に付与されるメールアドレスのドメイン パートを

指定したドメイン名に強制することが可能
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設定手順例
1. Windows PowerShell で Exchange Online に接続
2. 以下のコマンドレットを実行

New-EmailAddressPolicy -Name <ポリシー名> -IncludeUnifiedGroupRecipients-EnabledEmailAddressTemplates “SMTP:@<ドメイン名>" -Priority <優先度>

3. ポリシー反映後、ユーザーがチーム作成の際には以下の形式でメールアドレスを生成
<Group ID>@<ドメイン名>

※ 既定ではテナントの既定の承認済みドメイン名でチーム メールアドレスが作成される

<参考> Office 365 グループを作成するときに使うドメインを選ぶ
URL：https://support.office.com/ja-jp/article/7cf5655d-e523-4bc3-a93b-3ccebf44a01a

Point : 
Exchange Online のトランスポート ルール/リモート ドメインなどドメイン単位でフィルターする要件がある場合、
当設定でユーザー メールボックスとグループ メールボックスのドメインを明確に区分けできる

https://support.office.com/ja-jp/article/7cf5655d-e523-4bc3-a93b-3ccebf44a01a


チームで使用するファイル ストレージ上限を制限したい

チーム ファイル/サイト領域はテナント全体の SharePoint Online ストレージを消費

Office 365 管理者側でチームのファイル ストレージ上限の指定が可能

設定手順例
1. Windows PowerShell で SharePoint Online に接続
2. 以下のコマンドレットを実行

Groups から作成されたサイト コレクションの一覧を確認 : 
Get-SPOSite –Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false

設定変更：
Set-SPOSite –Identity https://contoso.sharepoint.com/site/<グループ名> -StorageQuota <容量> -StorageQuotaWarningLevel <警告容量>

※容量単位はMB
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サイト
コレクション

既定の状態 (上限 1 TB)

サイト
コレクション

ストレージ上限設定後 (5 GB など)

運用例 : チームの作成制御をしている場合、チーム作成時の初期作業で実施
チームの作成制御を実施していない場合、週次、月次など定期的な間隔でストレージ上限設定 (PowerShell) を実施

<参考> PowerShell で Office 365 グループを管理する
URL：https://support.office.com/ja-jp/article/aeb669aa-1770-4537-9de2-a82ac11b0540

https://support.office.com/ja-jp/article/aeb669aa-1770-4537-9de2-a82ac11b0540


チームの作成時、チーム利用のガイドライン リンクやデータ分類 (社外秘 など)

の項目を追加することが可能

ガイドライン/データ分類の設定
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制御手順例
1. Windows PowerShell で Azure AD に接続
2. 以下のコマンドレットを実行

• 新しく Teams の制御設定を作成する場合
$template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate -Id <Id>
$setting = $template.CreateDirectorySetting()
$setting[“UsageGuidelinesUrl”] = “https://www.contoso.com”
$setting[“ClassificationList”] = “社外可,社外秘,極秘”
$setting[“DefaultClassification”] = “社外可”
New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $setting

• Teams の制御設定がすでに存在する場合
Get-AzureADDirectorySetting //Group.Unified テンプレートの ObjectId を確認
$setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id <ObjectId>
$setting["UsageGuidelinesUrl"] = “http://www.contoso.com”
$setting[“ClassificationList”] = “社外可,社外秘,極秘”
$setting[“DefaultClassification”] = “社外可”
Set-AzureADDirectorySetting -Id <ObjectId> -DirectorySetting $setting

<参考>グループの設定を構成するための Azure Active Directory コマンドレット
URL：https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/active-directory-accessmanagement-groups-settings-cmdlets/

Teams 内に保存するデータの取り扱いやデータの
機密度についてガイドラインで既定

ガイドラインに従って、取り扱うデータの分類
(機密度など) を定義

https://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/articles/active-directory-accessmanagement-groups-settings-cmdlets/


チームに外部 (ゲスト) ユーザーを招待したい
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テナントの全体設定により社外ユーザー (※)をチームに招待して迅速なコミュニケーションを実現

※ 社外ユーザー : 2018/02 時点では Office 365 ユーザーのみ招待可能

テナント全体のゲスト アクセス設定

Teams のチームからゲストのメールアドレスを入力

ゲスト側で招待メールからチームに参加

<参考> Microsoft Teams でのゲスト アクセス
URL：https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/guest-access

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/guest-access


削除したチームの復元

削除されてから 30 日以内のチームを管理者から復元することが可能
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復旧手順例
1. Windows PowerShell で Azure AD に接続
2. 以下のコマンドレットを実行

Get-AzureADMSDeletedGroup //出力された削除済み Group の一覧から復旧したい Group の ObjectID をメモ
Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

(参考) 削除したチームを 30 日以内に完全削除したい場合は
以下のコマンドレットを実行
Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

<参考> 削除済みの Office 365 グループを復元する
URL：https://support.office.com/ja-jp/article/b7c66b59-657a-4e1a-8aa0-8163b1f4eb54

Office 365 グループとして復元すれば
Teams 関連コンテンツも元の状態に戻る

Exchange 管理センターから復元することも可能

https://support.office.com/ja-jp/article/b7c66b59-657a-4e1a-8aa0-8163b1f4eb54


有効期限を設定することで管理者がチェックすることなくチームを自動削除することが可能

チームの有効期限 (自動削除期限)を設定する

35<参考> Office 365 グループの有効期限の構成 (プレビュー)
URL：https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/active-directory-groups-lifecycle-azure-portal

例 : 有効期限を 180 日間に設定した場合

Azure AD 管理センターにて有効期限を指定
※ 対象チームを指定することも可能

チームを作成

180 日前 30 日前 15 日前 1 日前

削除

30 日後

完全削除

自動削除 30/15/1 日前はチーム所有者にメールで通知
本文内の Renew を押すことで有効期限 180 日が
再セットされる

チーム自動削除後はチーム所有者にメールで再通知
本文内に記載の期限内であれば Restore を押すことで
チームの復元が可能

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/active-directory-groups-lifecycle-azure-portal


Microsoft Teams のアクティビティ監査

ファイルなどのデータに対するユーザー操作、Microsoft Teams 固有のアクティビティを

管理者側で監査/エクスポート
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監査したいアクティビティの種類を選択して検索 (過去 90 日間まで)

Microsoft Teams 固有のアクティビティ例

CSV エクスポートで Excel で詳細分析



Microsoft Teams の電子情報開示/保持
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チーム チャット、ファイルの電子情報開示検索例

ファイルやチャット データを管理者側で監査/エクスポート

結果のプレビュー

結果のエクスポート

エクスプローラーからデータを確認
(メール アイテムは Outlook で確認)

データ ストアは Exchange Online, SharePoint Online であるため従来のサービスと同等の電子情報開示/保持が可能



Microsoft Teams の利用状況分析

組織内の Teams のユーザー活用度を使用状況レポート (最大 180 日間) から確認
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確認可能項目
Office 365 管理センター - レポート – 使用状況
• Microsoft Teams のアクティビティ数
• Microsoft Teams のアクティブ ユーザー数
• Microsoft Teams のデバイス使用状況

使用状況レポートを単に参照するだけではなく
今後の施策検討に向けデータを活用・分析

詳細レポートを
CSV ファイルで出力可能

<参考> Office 365 管理センターのアクティビティ レポート
URL:  https://support.office.com/ja-jp/article/0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263

https://support.office.com/ja-jp/article/0d6dfb17-8582-4172-a9a9-aed798150263
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