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“Teamsで何ができるの？”

“トライアル始めてみる？”

“トライアルを申し込んだけど、何からはじめればいい？”

そんな疑問にお答えします！

本ガイドはMicrosoft Teamsのトライアル導入資料です。
なお、機能の追加や画面構成が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※Teamsトライアルは特殊ライセンスでのご提供となります。そのため Exchange Online に付随する
予定表と Web 会議の機能の一部が制限されております。なお、その他の機能に差異はございません。
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『Microsoft Teams』を “無償で6カ月間1000IDまでお試し”いただくことができます。
申込方法としては以下の通りです。

1. 新規トライアル環境で申し込む

1. 申込書
KDDI法人営業担当からお申込みください。
指定の申込用紙へご記入いただき提出ください。

2. WEBサイト
下記リンクから『Microsoft Teams試用版』をお申込ください。

https://bizonlineshop.kddi.com/services/microsoft-teams/trial

2. 既存商用環境に追加する。

1. 申込書
KDDI法人営業担当からお申込みください。
指定の申込用紙へご記入いただき提出ください。

※開通納期は、通常５営業日以内です。月末５営業日以内は翌月受け付けとなります。

トライアルの申し込み手続きを行う

https://bizonlineshop.kddi.com/services/microsoft-teams/trial
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トライアル開始前～トライアル実施後までの全体の流れを記します。この流れに準じて各STEPの詳細を説明

します。なお、記載されている所要日数は目安となります。トライアル設計時の参考にしてください。

トライアル開始から終了までの流れ

／ 作業フェーズ 作業期間 関連ページ 主なタスク

STEP

1

事前準備
3週間 P.5 〜

P.11

・トライアルに参加するメンバーを決定する
・トライアル環境を整える
・確認すべき機能や効果を整理してまとめる

STEP

2 

初期設定
2週間 P.12 〜

P.23

・展開／運用について考える
・管理者による設定
・Microsoft 365 管理センターの設定
・Microsoft Teams管理センターの設定

STEP

3 

トライアルの実施
8週間 -

・Microsoft Teamsの基本機能を理解する
・トライアルユーザー向けの教育実施
・チームを作成し、自社業務内で利用する
※トライアル導入ガイド（エンドユーザさま向け）参照

STEP

4

トライアルの評価
2週間 P.24 〜

P.26

・機能についての確認結果を関係者でレビューする
・効果についてアンケート等でヒアリングする
・トライアルで見つかった課題や不明点を確認する



STEP 1: 事前準備（Teams利用開始までの準備）
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［所要日数：3週間］

トライアル申し込みから開通までは、通常５営業日程度かかります。

1-1：トライアルに参加するメンバーを決定する

1-2：トライアル環境を整える

1-3：トライアル時に確認すべき機能や効果をあらかじめ整理してまとめる
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トライアルに最適な人数

・リアルなコミュニケーションの確認のために、最低10名以上（最大1,000名まで）でお試しください。

※最低限の条件として、普段からPCを利用して業務を行っている方が対象となります。

トライアルに”最適”なメンバー

・働き方や業務改革に携わる部門

・在宅勤務やテレワークを実施している部門

・社外での業務（外回り）や出張が多い部門

・チーム単位での業務を遂行する機会が多い部門

※積極的に活用いただける方であればどなたでもOKです！

1-1: トライアルに参加するメンバーを決定する

トライアルを始めるにあたり、まずはトライアルに参加するメンバーを決めましょう。トライアルメンバーの

選定は、トライアルを効果的に行う上での重要なポイントです。以下の選定条件を参考にテストユーザーの選

定をお願いします。
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1-2: トライアル環境を整える

ネットワーク環境
・O365は、FirewallやProxyを経由しない構成を推奨としております。

※経由させる場合、O365関連のアプリケーションやURLについてFirewallやProxyサーバに除外リストを設
定するなどバイパスする設定を行う必要があります。Proxyサーバーを使用される場合は、性能評価、サイ
ジング、PACファイル設計変更は貴社でご対応いただくものとします。

＜Officeシステム要件＞
https://products.office.com/ja-jp/office-system-requirements

＜O365 URL および IP アドレス範囲＞

https://support.office.com/ja-jp/article/office-365-url-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2

https://products.office.com/ja-jp/office-system-requirements
https://support.office.com/ja-jp/article/office-365-url-8548a211-3fe7-47cb-abb1-355ea5aa88a2
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1-2: トライアル環境を整える

デスクトップクライアント

OS 

• 32 ビットおよび 64 ビット バージョンの Windows 8.1 以降 ( .NET 4.5 CLR 以降が必要)
• Mac OS X 10.11 El Capitan 以降

モバイルクライアント

OS 
• Androidサポート対象は、最新の 4 つのメジャー バージョンの Android に限られています。 新しいメジャー バージョン
の Android がリリースされると、その新しいバージョンと、その前の 3 つのバージョンが正式にサポートされます。
(※2020/3/31時点 Android 10,9,8,7 )

• iOSサポート対象は、最新の 2 つのメジャー バージョンの iOS に限られています。 新しいメジャー バージョンの iOS が
リリースされると、その新しいバージョンの iOS と、その 1 つ前のバージョンが正式にサポートされます。
(※2020/3/31時点 iOS 12, 13 )

クライアント環境



ウェブクライアント
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1-2: トライアル環境を整える

ブラウザ 通話 - オーディオ、ビデオ、共有 会議 - オーディオ、ビデオ、共有 1 ２

Internet Explorer 11 非サポート 会議は、PSTN 座標が含まれている場合にのみサポートされま
す。 PSTN 座標を使用せずに IE11 で会議に出席するには、Teams の
デスクトップ クライアントをダウンロードしてください。
ビデオ: サポート対象外 共有: 受信共有のみ (送信なし)

Microsoft Edge、RS2 以降 完全にサポートされます、送信共有を除きます 完全にサポートされます、送信共有を除きます

Microsoft Edge (Chromium ベース) の最

新バージョンと、その前の 2 つのバージョン

完全にサポートされます 完全にサポートされます

Google Chrome の最新バージョンと、その

前の 2 バージョン

完全にサポートされます 完全にサポートされます
Chrome バージョン 72 以降では、あらゆるプラグインや拡張機能なし
で、画面の共有がサポートされます。

Firefox の最新バージョンと、その前の 2 

バージョン

非サポート 会議は、PSTN 座標が含まれている場合にのみサポートされます。
PSTN 座標を使用せずに Firefox で会議に出席するには、Teams のデ
スクトップ クライアントをダウンロードしてください。
ビデオ: サポート対象外 共有: 受信共有のみ (送信なし) 

Safari 11.1+ 非サポート 会議は、PSTN 座標が含まれている場合にのみサポートされます。
PSTN 座標を使用せずに Safari で会議に出席するには、Teams のデス
クトップ クライアントをダウンロードしてください。
ビデオ: サポート対象外 共有: 受信共有のみ (送信なし)
Safari はプレビューで 11.1 よりも上位バージョンで有効になります。
プレビューでは、Safari のインテリジェントトラッキング防止を使った
既知の問題 があります。

• 1 共有中に共有コンテンツを提供および制御するには、両者が Teams デスクトップ クライアントを使用している必要があります。 いずれかの当事者がブラ
ウザーで Teams を実行している場合、制御はサポートされません。

• 2 ブラウザで Teams を実行している場合、背景をぼかすことはできません。この機能を使用できるのは、Teams のデスクトップ クライアントのみです。



1-3: トライアル時に確認すべき機能や効果を整理する

グループ
メールアドレス

チームサイト アプリケーション

外部サイト、SNS

ドキュメント

作業に合わせて必要なリソースを探さなければならない

〇〇社案件だからあ
のサイトのあのファ
イルと・・・

△△社案件だからあの
チームサイトとあのア
プリと・・・

〇〇社案件 △△社案件 ◇◇V-Team

ワークスペースに必要なリソースがすべて揃っている

会議・電話

Microsoft Teamsを利用するメリット
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機能の確認

効果の確認

1-3: トライアル時に確認すべき機能や効果を整理する

トライアルでは主に「機能の確認」「効果の確認」を評価ください。

 管理・運用面で必要な機能：（ユーザー／チーム管理）が実装されているか？

 セキュリティ面で必要な機能：（アクセス制御／ログ情報）が実装されているか？

 ユーザーが使う機能：（チャット／ファイル共有など）が実装されているか？

・管理／運用面やセキュリティ面、現場のユーザーが必要または便利に感じる機能について確認する。

 スピード：コミュニケーションのスピードが改善されたか？

 クオリティ：情報共有・情報伝達の質（クオリティ）が向上したか？

 チームワーク：（ファイル投稿など）が実装されているか？

・トライアル利用メンバーにアンケートなど実施して効果について確認する。
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STEP 2: 初期設定
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［所要日数：2週間］

2-1：展開／運用について考える

2-2：管理者による設定

2-3：Microsoft 365 管理センターの設定

2-4：Teams管理センターの設定
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2-1: 展開／運用について考える
「この資料では、パターン①の設定方法を説明しています。その他のパターンの設定方法を知りたい場合は、
KDDI法人お客さまセンター（※）までお問い合わせください。

項目

パターン ①
[推奨]

パターン ② パターン ③

任意のユーザーがチームを
自由に作成

特定のユーザーのみがチームを作成

チームの作成権限を IT 部門で一元的に管理

チームの所有者は管理職 チームの所有者は IT 部門のみ

新しいチームの作成 任意に可能 IT 部門のみ IT 部門のみ

社内ユーザーの追加

パブリック グループ : 
チーム内メンバーが追加可能

パブリック グループ : 
チーム内メンバーが追加可能

パブリック グループ : 
チーム内メンバーが追加可能

プライベート グループ :
チーム 内の所有者の承認が必要

プライベート グループ :
チーム 内の所有者 (管理職) の承認が必要

プライベート グループ : 
チーム 内の所有者 (IT 部門) の承認が必要

社内ユーザーの削除 チーム内の所有者 チーム内の所有者 (管理職) IT 部門のみ

チームの削除 チーム内の所有者 チーム内の所有者 (管理職) IT 部門のみ

チームの設定変更 チーム内の所有者 チーム内の所有者 (管理職) IT 部門のみ

チーム内チャネルの追加 チーム内のメンバー全員 チーム内のメンバー全員 チーム内のメンバー全員

チーム作成直後の状態

運用中の例
メンバーの追加：任意
ロールの設定：任意

メンバーの追加：管理職
ロールの設定：管理職が

責任をもって別の所有者を追加

メンバーの追加：IT 部門
ロールの設定：IT 部門によって制御

管理職
（所有者）

IT部門
（所有者）

作成者
（所有者）

※KDDI法人お客さまセンターお問い合せ先：http://www.kddi.com/business/user/o365_inquiry/
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2-1: 展開／運用について考える

パターン①：任意のユーザーがチームを自由に作成

1. チームを作成
作成者

2. 必要に応じてメンバーや
設定を管理

チームメンバー
（メンバー）

作成者
（所有者）

チームメンバー作成者

1. ユーザーが、チームを自由に作成

2. チーム所有者が、責任をもって

チームを管理 (メンバーの追加/削

除/権限昇格、チームの設定変更、

コラボレーション方針策定など)
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2-2: 管理者による設定

管理者は、まずMicrosoft 365管理センターでユーザー作成およびライセンス割り当てを行った後、

Teams管理センターを用いて環境設定を行います。代表的な設定項目を次のスライド以降に掲載しております。

Microsoft Teams 管理センターMicrosoft 365 管理センター

PowerShell

Microsoft Teams クライアント PowerShell
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2-3: Micorosft 365 管理センターの設定

ユーザー管理：ユーザーを作成し、ライセンスを割り当てる際に利用します。
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2-3: Micorosft 365 管理センターの設定

ユーザー管理：一括で、複数ユーザーを作成し、ライセンスを割り当てる際に利用します。
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2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定
チーム管理：管理者が、チームを確認したり、編集したり、新しいチーム (例:全社周知用のチームを作成する

場合）の作成に使用されます。
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2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定

メッセージングポリシー：チャットやチャネルでの会話に制限を加えることができます。

独自のポリシーを作成できる
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2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定

会議ポリシー：Teamsの会議機能を制限できます。

独自のポリシーを作成できる
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2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定
アクセス制御：外部アクセス/ゲストアクセスの可否とドメインの許可／ブロックが登録できます。

※外部アクセス/ゲストアクセスの規定値は有効になっています。

ゲストアクセスの制限事項を設定

外部アクセスとゲストアクセスに違いはこちらから
https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/communicate-with-users-from-other-organizations#compare-external-and-guest-access
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2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定

Teamsの設定：各種項目の設定変更ができます。

会議のデバイスに関する設定

チーム内の検索に Exchange アドレス
帳ポリシー を適用するか否かの設定

メール投稿機能のオン・オフ

メール投稿できるドメインの制限

チャネル、チャットでこれらのサービスから
ファイルのアップロード、共有を許可

組織タブのオン・オフ



23

2-4: Microsoft Teams 管理センターの設定

分析＆レポート：7 日または 28 日間の 使用状況をレポートを作成できます。

Teams ユーザーの使用状況 Teams デバイスの使用状況 Teams の使用方法（状況） ライブ イベントの利用状況

Microsoft Teams の使用状況のレポートを CSV 
ファイルでダウンロードできるようになりました。



STEP 3: トライアルの評価
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［所要日数：2週間］

3-1：事後確認 〜トライアルの評価〜

導入に向けて機能や効果など評価ください。



機能についての確認結果を関係者でレビューする

 管理・運用面およびセキュリティ面で必要な機能が満たされていたか？

 ユーザーが利用したい機能を満たしていたか？

トライアルが終わったら、最終的にTeamsを採用するか判断するために以下を行うことをおすすめします。

次ページに評価シートの参考例を掲載しています。是非、参考にしてください。

3-1: 事後確認 〜トライアルの評価〜

効果についてインタビューやアンケートを使いユーザーにヒアリングする

 トライアル中に期待していた効果が見られたか？

 導入後の教育や展開が容易に感じられたか？

トライアル中に見つかった課題や不明点などを確認する

 新たに見えた課題や不明点は解決の見込みがあるか？導入の障壁になるか？
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以下は、評価シートの参考例となります。

3-1: 事後確認 〜トライアルの評価〜

評価軸 評価項目 評価コメント 評点 評価目的

機能

運用・管理で必要な機能の過不足
導入後に日々の運用や管理を問題なくこな
せることを確認。

セキュリティで必要な機能の過不足
社内のセキュリティポリシーや有事の際の
対応に問題がないことを確認する。

ユーザーが使う機能の過不足
導入後にユーザーが実際に業務に活用でき
ること、またユーザーが積極的に使いたい
と思えるツールかを確認する。

効果

スピード向上（部門内連携、部門間連携など）

普段の業務連絡から緊急時や問題発生時の
連絡まで、全体のコミュニケーションス
ピートの改善が感じられたことを確認する。

クオリティ（業務、情報伝達、情報共有など）

情報共有や情報伝達が今まで以上に簡単で、
かつ全体に行き渡るようになったこと、ま
た共有・伝達する情報の量や質が向上した
ことを確認する。

チームワーク（コミュニケーション活性化など）

チームメンバー同士の精神的および感情的
な結びつきが強まり、推進力や生産性が高
まった（またはその兆しがみられた）こと
を確認する。

自社への導入
容易度・適合度

初期設定の容易さ
教育やマニュアルの必要性について、初期
セットアップの展開方法など、導入に向け
て必要となるスコープを確認する。

展開の容易さ

ユーザーにとっての使いやすさ
導入後もしっかりと活用され、また使い続
けてくれるかなど、導入後の費用対効果が
高いことを確認する。

各部門での活用されやすさ

総合評価
26



付録

Teamsトライアルは特殊ライセンスでのご提供となります。そのため Exchange 
Online に付随する予定表と Web 会議の機能の一部が制限されております。なお、
その他の機能に差異はございません。

Teams使い方マニュアル（PC編） ：https://aka.ms/TeamsManual_PC_Japanese

Teams使い方マニュアル（モバイル編）：https://aka.ms/TeamsManual_Mobile_Japanese

Teams使い方ビデオ（各機能ごと） ：https://www.youtube.com/playlist?list=PLNyto1oCyhGKieY3c-ePOcf8f-pZ3gUs5
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