
1



グローバル競争に勝ち抜いて行く為には、旧来の上意下達の一方向のコミュニケーションだけ
では不十分であり、エンタープライズ ソーシャルによる双方向・部門横断的な
コミュニケーションの文化・仕組み作りが不可欠

均質な製品・サービス
責任の所在の明確化
伝統・DNA の継承

グローバル競争力
市場変化への対応
少量多品種対応
製品サイクルの短期化

上意下達
統制された情報伝達

現場・社員主導
エンパワーメント

企業文化 期待する成果
求められる

コミュニケーション

一方向・縦割り

双方向・部門横断

旧来の
成熟企業像

今後の
成長企業像



エンタープライズ ソーシャル連携
誰でも気軽に、日々の出来事、気付き、意見・考えを、

発信・共有

ポータル
(情報発信中心)

文書管理
(特定用途向け

文書保存)

チームサイト
(特定チームの

情報保存)

BI サイト
(経営指標の

可視化と共有)

メンバー・目的・内容を
特定した情報共有

人とのつながりを中心とした、
メンバー・目的・内容を
特定しない情報共有

単一のプラットフォームで、特定用途に特化した情報共有機能だけでなく、
それらを有機的に統合するエンタープライズ ソーシャル機能も提供

コミュニティ
(特定の関心事)

意見・考え

気付き出来事

エンタープライズ ソーシャルの活用メリット
組織の壁にとらわれないコミュニケーションにより、早期に
企業内の課題を察知して周知を行い、幅広くアイデアや
フィードバックを募ることで、経営判断や各種改善活動の
スピード化を図ることが可能一人では知りえない情報を

ソーシャルでカバー



エンタープライズ ソーシャルを
活用した新しい仕事の進め方

複数のチームや、
プロジェクトに
参加して、効率的に
共同作業を行う

ユーザー主導で
コミュニティを運営
して、ナレッジを
蓄積し、活用する

ソーシャルの
コミュニケーションを
通じて、全社員から
生の声をキャッチする
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ソーシャルのコミュニケーションを
通じて、全社員から生の声を
キャッチする

意見・考え

気付き出来事



時間と手間をかけずに、効率的に多くのメンバーと生の声で交流可能

ブラウザ、Outlook、モバイル専用アプリを
通して、いつでも、どこからでも、
ニュースフィードにアクセスして、
コミュニケーション可能

ニュースフィードでの
マイクロブログ

メールでは難しい全社員を
対象とした会話とフィードバックすべてのユーザーに

要改善点を質問

返信

返信

返信

新しいプランの
ドラフトを作成

いいね！

返信

こんな失敗を
してしまいました

マーケティング チーム メンバーに
限定したセキュアな会話

他の人の情報発信をニュースフィードで
確認し新たな気付きを得る

ブラウザ

Outlook
Social Connector

モバイルの
専用アプリ

マーケティング
担当者 A

Windows 8、 Windows Phone 7.5 以降、
iOS 5.0 以降 (iPad & iPhone)に対して専用アプリを提供
上記および Android 4.0 以降で、ブラウザからの
アクセスが可能 (PC と同一の画面)



人、ドキュメント、
サイト、タグを
フォローする

フォローしている情報と、
メンションのフィルター

すべてのユーザーや、
特定のグループに共有する

社内で話題の
タグを確認

どのサイトからもニュースフィードにアクセス



• アイテムの形式
 テキスト

 画像

 リンク (以下はプレビュー表示可能)

 SharePoint 上の Office ファイル

 YouTube 動画

 SharePoint 動画

• オプション
 @ メンション (発信先のユーザーを明示、1 投稿につき最大 3 つ)

 # ハッシュ タグ (検索・分類用のタグを指定、1 投稿につき最大 3つ)

• 投稿上限
 最大 512 文字

 最大 100 回の返信



ニュースフィードに URL を張り付けると
自動的に、Office ファイルとして認識

ファイルのアイコンとプレビューの
リンクが自動で付与される

プレビューをクリックするとタイムライン中で、
ファイルの中身の確認が可能

Excel

Word / PDF

PowerPoint

動画



新規の投稿

組織内で何が起こって
いるか常に把握

iOS 端末の
サポート

アプリのダウンロード
SharePoint Newsfeed for Windows 8 / Windows RT
http://apps.microsoft.com/windows/ja-jp/app/sharepoint-newsfeed/86a8f7a0-5bd4-4d30-b65e-456d0f58b594
SharePoint Newsfeed for Windows Phone
http://www.windowsphone.com/ja-jp/store/app/sharepoint-newsfeed/21951931-4a31-47c9-bf8b-e50c8fb7b4c1
SharePoint Newsfeed for iOS
https://itunes.apple.com/jp/app/sharepoint-newsfeed/id595847617?mt=8

http://apps.microsoft.com/windows/ja-jp/app/sharepoint-newsfeed/86a8f7a0-5bd4-4d30-b65e-456d0f58b594
http://www.windowsphone.com/ja-jp/store/app/sharepoint-newsfeed/21951931-4a31-47c9-bf8b-e50c8fb7b4c1
https://itunes.apple.com/jp/app/sharepoint-newsfeed/id595847617?mt=8


Outlook で、SharePoint/Facebook/LinkedIn などから
宛先メンバーのソーシャル アクティビティ情報を確認

ユーザーのコンタクト情報を
ポップアップして仕事仲間に
追加することも可能



自身のニュースフィードでの集約された情報の表示

・フォローしている人やタグの投稿

・フォローしているサイトへの投稿

・フォローしているドキュメントの更新

・フォローしている人のアクティビティ

・自分自身のアクティビティ

• フォローした人のアクティビィティ(マイクロブログへの書き込み、タグ付け、評価、メモ掲示

板の書き込み、プロファイル変更、記念日等)を自分のニュースフィードに表示する

人

最大 1,000人

• フォローしたドキュメントの更新情報を自分のニュースフィードに表示する
ドキュメント

最大 500

• フォローしたサイトへのリンクを個人用サイトに保存する

• フォローしたチームサイト内のフィードを自分のニュースフィードに表示する

サイト

最大 500

• フォローしたタグがつけられたマイクロブログへの投稿を自分のニュースフィードに表示する
タグ

(興味分野の設定)

集

約

関心のある対象をフォローすることで、
自分のニュースフィードに情報を集約
複数のサイトを巡回することなく、
関心のある情報のみを、効率的に確認可能



誰がフォローして
いるか確認する

ひとを検索する

フォローしている
人の情報を見る



• 人のフォロー

• ドキュメントやサイトのフォロー

• タグのフォロー

• アイテムへのタグ付け

• 誕生日のお祝い

• 役職の変更

• 勤続記念日

• 得意分野の更新

• メモ掲示板への投稿

• いいね もしくは 評価

• ブログへの新しい投稿

• コミュニティへの参加

• フォローしているドキュメントの更新情報

• 人からの共有

• フォローしているタグが付けられる

• マイクロブログ でのタグ付けアイテムの投稿

• コミュニティへの参加

• コミュニティでのディスカッションの開始

• コミュニティでの次の貢献レベルへ到達

• 返信がベストな回答としてマークされる

• 他のユーザーが自分のフォローを始めた

• 自分が興味を持つ可能性がある人、
またはキーワードの候補

• 他のユーザーが自分にメンションを付けた

• 開始した会話に誰かが返信した

• 自分が返信した会話に誰かが返信した

• コミュニティ ディスカッションへの投稿に誰かが返信した

ニュースフィードに表示されるユーザーのアクティビティ

メール通知される内容



宛先を決めない、すべてのユーザーへの共有および、
参照可能なメンバーを限定したセキュアな共有が可能

=キャッシュ上で最大 500 件/最長 7 日間保持(カスタマイズ可)=専用のリストで長期保持

カンパニーフィード
(すべてのユーザー)

A さんの
自己紹介ページ

(アクティビティ)

A さんを
フォローしている人の

ニュースフィード

マーケティング
チーム サイト上の

フィード

マーケティング
チーム サイトを

フォローしている人の
ニュースフィード

特定のチーム サイトへの共有の場合
チーム メンバーに限定したセキュアな公開が可能

すべてのユーザーへの共有の場合
誰でも投稿を参照可能

A さんの
ニュースフィードから

新規投稿

+

+共有先

A さんの
ニュースフィードから

新規投稿

サイトのフォローにはアクセス権必要

共有先

参照にはサイトのアクセス権が必要
サイト上で直接投稿も可能

チーム サイトへの共有には、
前提としてサイトのフォローが必要

上記双方共に誰でもアクセス可能



チーム サイト内のフィードを利用して、
チーム内で、セキュアな会話をする



Know-Who 検索からだけでなく、ニュースフィードや、ポータル・文書管理サイト
などでの、各ユーザー名表記から、 1 クリックで、ユーザーの自己紹介ページに
アクセスして、詳細情報を確認することが可能

基本情報のインポート

プロファイル DB

ユーザー自身で、顔写真・
得意分野・自己紹介文など
プロファイル詳細を設定

プロファイル詳細・アクティビティ・
ドキュメント・フォローしている人

などを確認可能

人検索
(Know-Who 検索)

ニュースフィードでの
ユーザー クリック

ドキュメントの
作成者・更新者クリック

各ユーザーの自己紹介ページ

Active Directory

担当者の詳細を迅速に確認して、
コンタクトにつなげることが可能



成果物に基づき、
仕事を把握する

人を名前や専門分野で検索

検索結果にプロファイル詳細と
Lync 連携したプレゼンス
情報を表示

メールチャット 電話 ビデオ通話

Lync を使った
担当者への
コンタクトも可能



プロファイルの
アップデート

会話への参加

投稿・返信、活動から
人と知り合う



個人用のドキュメントをサーバーに保存して、必要に応じた共有・メール通知が可能
PC 上のフォルダとして双方向同期して、ローカルでの参照・編集・追加が可能

A さんの個人用サイト

SkyDrive Pro
(個人用ドキュメント)

マーケティング チーム サイト

製品紹介資料
ライブラリ

マーケティング
チーム サイト
-製品紹介資料

Office 2013 もしくは、Windows 用 SkyDrive Pro クライアントがインストールされた PC
Windows 用 SkyDrive Pro クライアント (Windows 7, Windows 8 向け無償)
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39050

必要に応じて、PC 上の
フォルダとして双方向同期

一般のライブラリも
同期可能

必要に応じて、ファイルやフォルダ単位で権限設定を行い、
他のユーザーにドキュメントを共有することが可能

C:¥Users¥UserA¥

ファイルの参照・
編集・追加が可能

ブラウザからの
アップロード・ダウンロード
Office からの直接編集・保存

メールでのリンク送信

C:¥Users¥UserA¥チーム用 SharePoint ドキュメント

SkyDrive Pro
フォルダ
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ポイント評価制度による
ユーザー同士の
コミュニケーション活性化

ディスカッションの
ナレッジ化と蓄積

営業活動コミュニティ

コミュニティへ
参加して、
ノウハウを共有

既存のナレッジを
検索して活用

質問

最適な返信
(ベスト アンサー)

＋

業務支援部門の
管理者

質問

返信 1

返信 2

返信 3

営業担当者



Office 活用コミュニティ

質問

返信 1

返信 2

返信 3

ユーザー主導でコミュニティの自律運営ができる基盤を提供

ポイント評価制度による
ユーザー同士の
コミュニケーション活性化

ディスカッションの
ナレッジ化と蓄積

営業活動コミュニティ

コミュニティへ
参加して、
ノウハウを共有

既存のナレッジを
検索して活用

質問

最適な返信
(ベスト アンサー)

＋

コミュニティごとの
管理者による運営

質問

返信 1

返信 2

返信 3

分野・目的ごとにコミュニティを
追加してユーザー主導で運営可能

・・



コミュニティの規模と
活動状況を把握する

最新のディスカッションを見る

高い評価を
得ている人を見つける



専門家を見つけ、
評判を知る

質問に回答し、
ディスカッションに貢献する

ベスト リプライ
を最上部に表示



コミュニティをユーザーが作成できる機能および参加を促す機能を提供

コミュニティ ポータル サイト 営業活動
コミュニティ

Office 活用
コミュニティ

業務生産性
コミュニティ

グリーン IT
コミュニティ

人気のあるコミュニティ

営業活動 Office
活用

業務
生産性

グリーン
IT

検索インデックス

権限のあるユーザーがテンプレートから
新規サイト コレクションとして、
コミュニティ サイトを作成可能

コミュニティ ポータル サイトから、コミュニティ サイトを
一覧・検索して、興味のあるコミュニティに参加が可能

(参照権限があるもののみ)



コミュニティ内で、
回答を検索する

メンバーを募るための
コミュニティの紹介

人気のコミュニティを表示



運用形態に合わせたメンバーの管理が可能

×
閲覧・検索不可

業務生産性
コミュニティ

全員に閲覧権限

メンバーとして
投稿・返信可能に

コミュニティ
参加ボタン

承認型

管理者による承認

一般ユーザー

オープン型

Office 活用
コミュニティ

自動承認

全員に閲覧権限

メンバーとして
投稿・返信可能に

コミュニティ
参加ボタン

営業活動
コミュニティ

閲覧権限なし

クローズド型

管理者による
メンバーの管理

コミュニティ ポータル での
コミュニティの一覧・検索

ディスカッションの検索

フォローしているユーザーの活動



質問と最適な回答を
検索結果のポップアップで
確認可能

複数のコミュニティを対象に検索



• ポイント制度によるコミュニティ貢献者の認知
 投稿や返信、最適な返信などに応じてポイントを付与して、貢献度をレベルで評価

 投稿者ランキングの表示

• モデレーター(議長)ロールによる運営機能
 最適な返信の指定

 おすすめの掲示板の指定

 バッチ(エキスパートやプロフェッショナルなどの称号)をユーザーへ付与

 掲示板のカテゴリの管理

 スレッド・返信の削除

• ユーザー同士での評価制度
 スレッドを立てた投稿者による最適な返信の指定

 一般参照者からのいいね! もしくは星評価

 攻撃的な投稿をモデレーターに報告する



評価対象のアクティビティ 付与されるポイント

新しい投稿の作成 10 ポイント

投稿への返信 10 ポイント

メンバーへの投稿や返信が￥いいね!」または 4 つ星や 5 つ星を獲得 10 ポイント

メンバーの返信が “ベスト リプライ” マークを獲得 100 ポイント

レベルの認定 必要ポイント

レベル 1 0 ポイント

レベル 2 100 ポイント

レベル 3 500 ポイント

レベル 4 2,500 ポイント

レベル 5 10,000 ポイント
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複数のサイトでの共同作業

マーケティング チーム

営業改善活動

文書管理



チーム サイトを作成し、用途に合わせて、アプリケーションを追加する
ことで、必要な情報共有・共同作業の場を簡単・迅速に構築することが可能

マーケティング
チーム サイト

すぐにサイトで利用できる約 30 の
アプリケーションを提供(ライブラリ・リスト)

営業改善活動
サイト

文書管理サイト

ドキュメントお知らせ

ディスカッション
掲示板

アンケート
サイトの
フィード

予定表

サイト
メールボックス

タスク

行き先

電話メモ

ノートブック
(OneNote)

リンク

独立したチーム サイトを
必要に応じて作成可能



チームサイトでは、ブラウザを通じて、各 Office ファイルの共同編集が可能
各 Office アプリごとの特性を生かした各種共同作業に活用可能

Office Web 
Apps Server

Word PowerPoint Excel OneNote

公式な文書作成のため
に、コメントを追加し、
レビュー・フィード
バックを重ねる

公式な文書作成のため
に、コメントを追加し、
レビュー・フィード
バックを重ねる

各種ステータスの報告、
日程調整、アンケート、
情報収集など

議事録や日々の
アイデアなどを
自由に書き留めておく

ブラウザから同一ファイルを複数人で同時に編集可能



議事録に利用する

ロックを気にせずに
書き込める
リッチ テキスト領域
としてチームの
アイデアやメモを書き
留めておく



Exchange Server 2013 / Outlook 連携

サーバー側で個人用メールボックス上の
タスクとして双方向同期可能

自分のタスク ページ

集

約

複数のサイトでの
タスク割り当て

マーケティング
チームのタスク

• 製品紹介資料の作成
• 施策のプランニング

営業改善活動の
タスク

• 売上見込みの提出
• ターゲットの選定

文書管理サイトの
タスク

• 既存文書の棚卸

各サイトのタスクを集約して表示し、全体を
把握しながら、一か所でタスク管理が可能

Exchange Server の個人用メール
ボックスと同期すれば、全ての
個人用タスクを Outlook に集約可能
モバイルからのタスクの更新も可能



タイムライン表示で、
スケジュールを把握しながら、
タスクを実行する

複数のチームサイトの
タスクを一元管理

Exchange Server 2013 との同期を構成可能

Outlook

Outlook Web App

サーバー側で同期されるため、
Outlook や Outlook Web App 
でも同一のタスクを管理可能

新規に個人用サイトで作成、もしくは
Outlook 側から同期されたタスクを
編集し、チームサイトに分類して、
各サイトに同期することが可能

個人用サイトのタスク



ブラウザ/モバイルから
SharePoint および
Outlook Web Apps へ
アクセス

Outlook 2013 で Exchange 
Server 2013 に接続
個人のメールボックスと
サイト メールボックスを
並べて表示
SharePoint ライブラリ上の
ファイルをキャッシュ

通常の SharePoint サイトと同等の
アクセス権管理と、ライフサイクル管理

共同作業で必要となるドキュメントとメールを、まとめて保管・共有
情報の参照性を高め、アクセス権・ライフサイクル管理も統合

アクセス方法によらず、チームの
ドキュメントとメールを参照可能

サイト メールボックス

サイト

Exchange Server 2013
サイト メールボックスと

専用メール アドレス

サイトから
機能をアクティブ化

ドキュメント

サイトの
受信トレイ



Outlook Web Apps にて
サイト メールボックスを開いて、
サイト宛てのメールの確認が可能

サイト専用 のアドレスが生成されており、
アドレス帳からも検索できるので、
この宛先に対してメール送信が可能
例 営業技術部サイト
<SM12303WGUM@contoson.local>

通常のチームサイトでメンバーやドキュメントを管理
必要に応じてサイト メールボックス機能を有効化

メールボックスの
リンクをクリック

Outlook Web Apps で個人のメールボックスを開いた場合は特に連携なし
「他のメールボックスを開く」の操作でサイトメールボックスのアドレスを開くと上と同じ画面



通常の個人の
メールボックス

サイト メールボックス
(サイトのメンバーに
なれば自動で追加）

Outlook 内でメール アイテムの移動や
ドラッグ アンド ドロップが可能

Outlook 2013

SharePoint 上の
ドキュメント ライブラリ
内のフォルダも自動で
キャッシュ

同期されたライブラリに
ファイルのドラッグ アンド
ドロップで投稿が可能

個人とサイトのメール
ボックスを同時に表示



ツリー表示 重ね合わせ 統合 キャッシュ

共同作業に関する情報を、Outlook に集約・統合して管理することが可能

個人の
メールボックス

個人の予定表 個人のタスクチームの予定
サイト

メールボックス
割り当てられた
チームのタスク

共有
ドキュメント ディスカッション

チームでの共同作業に
関する情報 個人ごとの情報

Outlook 2013
による統合管理

個人の
メールボックス 個人の予定表 個人のタスク

チームの予定
サイト

メールボックス
割り当てられた
チームのタスク

共有
ドキュメント

ディスカッション

サイト
メールボックス



41



http://sharepoint
Web アプリケーション

一般サイト用

http://my
Web アプリケーション

個人サイト用

コンテンツ
DB1

コンテンツ
DB2/

個人用サイト
のホスト

/personal/UserA
A さんの

個人用サイト

Profile DBSocial DB

/
ポータル

/sites/mktg
マーケティング

/sites/salse
営業部門

Active Directory

Sync DB

ニュースフィード、
プロファイル表示・編集

ユーザー プロファイル
サービス アプリケーション

プロファイル同期

個人用サイトの
作成場所の指定

個人用サイトの
ホストの指定

アクティビティの収集
評価の反映

サービス
アプリケーション

接続

プロファイルの
反映



• ニュースフィードやサイトのフォローを利用するだけでも個人用の
サイト コレクションは必要ですか？
 必要です。2010 と異なり 2013 では、個人ごとのアクティビティやサイトのフォローの情報等は、

個人用サイト コレクション内のリストに保存されるためです。

• チームサイト以外のサイトも、マイクロブログの公開先に指定できますか？
 可能です。対象のサイトにて、サイトの機能「サイト フィード」をアクティブ化して、

そのサイトをフォローすれば、公開先に指定できます。

• リスト アイテムもフォローできますか？
 残念ながら、リスト アイテムはフォローできません。メール通知機能により、更新の情報を知ることはできます。

• ドキュメントをフォローした場合、メモ掲示板や、評価、タグ付けの情報は
ニュースフィードに表示されますか？
 表示されません。上記アクティブティは、コンテンツに公式に紐づいた更新ではないため、

あくまでソーシャルの活動として、操作を行ったユーザーをフォローしている人にのみ共有されます。

• 人をフォローした場合のニュースフィードへの更新頻度はどうなっていますか？
 カンパニーフィードやサイトでのマイクロブログへの投稿は即時反映されます。

 コンテンツに対するアクティビティや、プロファイルの変更・記念日などの通知は、
各種タイマー ジョブで実行されます。



• 個人用ドキュメントを同期するためには、何が必要ですか？
 ローカルのフォルダに同期すためには、Office 2013 もしくは、

Windows 用 SkyDrive Pro クライアント (Windows 7, Windows 8) がインストールされている必要があります。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39050

 Office 2010 Professional Plus に含まれて SharePoint Workspace 2010 を利用する場合には、
更新プログラムの適用が必要です。
http://support.microsoft.com/kb/2687364/ja

• ドラッグ アンド ドロップするためには、何が必要ですか？
 HTML5 対応となる IE10、FireFox、Chrome のブラウザが必要です。

 IE10 は Windows 8 の標準ブラウザで、Windows 7 向けにも提供されています。

 IE8、IE9 に関しては、Office 2013をインストールすることでも、ドラッグ & ドロップに対応します。

• サイト メールボックスの利用には、何が必要ですか？
 サーバー側に、SharePoint Server 2013 / Exchange Server 2013 があれば、

チーム サイトから Outlook Web Apps にリンクして利用が可能です。

 Outlook からサイト メールボックスを利用する場合には、Outlook 2013 が必要です。

• タスクの同期には、何が必要ですか？
 SharePoint Server 2013 サーバー ファーム内のタスクは、SharePoint Server 2013 の標準機能のみで、

個人用サイトのマイ タスクに統合表示することができます。

 個人用のメールボックスに同期して Outlook /Outlook Web Apps で同じタスクを管理するためには、
SharePoint Server 2013 と同期の設定を行った Exchange Server 2013 が必要となります。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39050
http://support.microsoft.com/kb/2687364/ja


Yammer は既に、SharePoint 
と Dynamics に統合可能
今後、SharePoint、Office 

365、Dynamics、Skype と
の更なる接続性を提供

ソーシャル ネットワークと、
共同作業環境

単独で利用可能な
ソーシャル ネットワーク

SharePoint 2013 は、新しい
ソーシャル機能を含み、

Yammar により、
SharePoint および Office 

365 のソーシャル機能を強化

SharePoint

Microsoft




