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3-1: Microsoft Teamsの基本機能

チームを作成

参加メンバーを決めたらチームを作成
会話・ファイル共有を使って利活用を
推進しよう！

会話(スレッド) ファイル共有

1: Microsoft Teamsの基本機能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【1】チームを作成 – [①チームの作成方法]

マウスでポイント

作成方法を選択 チームの種類を選択

[チーム名] 、 [説明] を入力後、 [作成] 

メンバー選択 権限設定

[閉じる]をクリックするとチーム作成完了

既存チームをテンプレート
として作成または、Office

365 Groups から作成

非公開

公開

組織の人全員
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【1】チームを作成 – [②候補チーム]

数が多い場合、パブリックな
チームの検索も可能

誰でも参加できるオープンな

チームを作成可能

チームのプライバシーが「パブリック」の場合、チームメンバー以外

のメンバーにも候補チームとして公開されるので、誰でも参加可能

目的のチームのコードを
入力して参加することも
可能
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【1】チームを作成 – [③参加リクエスト]

[チームのリンクを取得]して追加
希望メンバーへ知らせることも可能

追加希望メンバーは参加リクエストを行う

所有者が[保留中の要求]、画面
からリクエストを [承諾] 

チームに参加
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能1: Microsoft Teamsの基本機能

プロジェクトメンバーとの
コミュニケーションが課題…

そんな時は、
チャットを使おう！

チャット機能



7

3-1: Microsoft Teamsの基本機能【2】チャット機能 – [①プレゼンスとステータスメッセージ]

プレゼンスは、Microsoft Teams および Office 365全体 のユーザーのプロファイルの一部または、ユーザーの

現在の可用性、組織の他のユーザーのステータスメッセージを表示します。 ユーザーは他のユーザーのプレゼ

ンスをほぼリアルタイムで確認できます。

自分の設定をする画面

他の人の状態を表示した画面

名前を入
れて検索
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【2】チャット機能 – [②プライベートチャットの活用]

個別にチャットが可能
• チーム作成の準備段階やチーム作成後の個別相談に利用可能

左から、[…]
[メッセージの保存]
[いいね！] ボタン

自分の発言の […] には、
[編集][削除][未読にする]
オプションあり

タブを切り替えれば会話
相手の情報が確認可能

[ビデオ通話][音声通話] [画
面共有を開始する][ユー
ザーの追加] が可能

チャットでやり取りしたファイル
は、UP したユーザーの OneDrive

for Business に保存される

組織図を確認可能
会話相手のアクティビ

ティを確認可能

[お気に入りの連絡先に追加] でお気に入りに
追加すればプレゼンスも確認可能

[…] などを表示させるためには、当該会話内容の
吹き出し上のマウスオーバーが必要



9

3-1: Microsoft Teamsの基本機能【2】チャット機能 – [③グループチャットの活用]

ユーザーを追加して複数名でチャットが可能 (50 名まで)

• チーム作成に至る前の段階

• チーム内で個別に相談したい場合

• グループ名をつけて、次回からすぐにグループで相談可能

名前、グループから検索

グループチャット作成完了

いつでもグループの名前を変更可能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能1: Microsoft Teamsの基本機能

チャネルで会話

チャネルを作成して、課題ごとに
より深くディスカッション！

会話が速いな。
さっきの話題
はどこへ…

事務方の会話
が混ざって見
にくいな…
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [①チャネルの作成]

作成されたチームにチャネルを作成します

チャネル内で会話を始める

所有者がチャネルを作成する場合に表示され、オンにすると、
各ユーザー画面のチーム内で当該チャネルが表示状態となる
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [②メッセージの装飾]

メッセージには各世代になじみの
ある装飾が用意されています。
いいね！から始めてみよう！！

絵文字

いいね！獲得数

添付ファイル

ステッカー

絵文字

Giphy

ステッカー/ミーム

今すぐ会議

メッセージの
拡張機能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [③メッセージの工夫]

作成ボックスでは様々なスタイルを適用したメッセージを
作成できる

重要マークをつけると
注意を促せる

太字や蛍光ペンで強調

区別するために件名を
つけることができる 他のメンバーのチーム名またはチャネル名の横に

重要マークが表示されるので気づきやすい
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [④メンションの活用]

「@」入力で候補選択し、特定のユーザーへ
向けてのメッセージを送信

相手には注意を促すアイコン
などが表示される

「@channel」からチャネルに対するメンションを活用

チャネルを表示しているユーザーに通知

「@team」からチャネルに対するメンションを活用

チーム内の全員に通知
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [⑤ファイルの添付]

添付ファイルからチャネル内で
ファイル共有が可能

すでにチャネル内にアップロードされているファイルへの
リンクを共有する

操作しているユーザーの OneDrive for Business 内の
ファイルのコピーをアップロードする

操作しているユーザーの コンピューター内の
ファイルのコピーをアップロードする

チャネルやチームでアップロードした
ファイルは、チャネルの SharePoint上

に保存される
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【3】チャネルで会話 – [⑥ファイルの共同編集と会話の表示]

[ファイル] タブ内のファイル
の […] からは、さまざまな

メニューが選択可能

[会話の表示] で、ファイルを同時編集
しながら会話も可能

[移動] や [コピー] からファイルの整理、
[SharePoint で開く] からバージョン管理など、
SharePoint 上で高度な命令の実行が可能

Excel、Word、PowerPoint について、ブラウザ
でもアプリでも同時編集可能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【3】チャネルで会話 – [⑦今すぐ会議とレコーディング]

ビデオボタン（今すぐ会議）をクリック
してすぐにビデオ会議が始められます

特定のメンバーとの会話から始め
ることも可能です

Streamのストレージ内に会議を
レコーディングできます。
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能1: Microsoft Teamsの基本機能

会議機能 会議計画

会議スケジュールの予約

チャネル上で会議も可能

会議実施

会議を配信・双方向の意見交換

デスクトップ共有

アプリ共有

※ Teamsトライアルでは [今すぐ会議]のみご利用可能です。
[新しい会議]のスケジュール機能は提供されておりません。



19

3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [①スケジュールされた会議とレコーディング]

予定表がカレンダー形式で表示

会議をするチャネルを指定することで、
チャネルからメンバー全員が参加可能

共有トレイは、デスクトップ、ウインドウ、PowerPoint、
参照、ホワイトボードがあります

レコーディングが可能

※ Teamsトライアルでは本機能は実装されておりません。
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [①スケジュールされた会議とレコーディング]

予定表がカレンダー形式で表示

共有トレイは、デスクトップ、ウインドウ、PowerPoint、
参照、ホワイトボードがあります

レコーディングが可能

会議開催後に、参加してほ
しいメンバーを追加します
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [②会議／通話のツールバー]

モバイルとミーティングデバイス以外のTeamsは、会議および通話画面でのいろいろな操作が、画面下部の
ツールバーに統合されています。

ユーザーテキストチャット共有 (ファイル・デスクトップ)

その他のオプション
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [③画面共有から通話の開始]

グループまたは 1 対 1 のチャットで画面を共有する際に、いつでも音声を追加できます。
チャットの右上で [画面共有アイコン] を選択し、チャットの他のユーザーが画面の共有を承諾したら、
[話しましょう] を選択して会話を開始します。

画面共有中表示

他のユーザーが参加するとタスクバーの通知領域と Teams 画面に表示

話しましょう

［話しましょう］または、ミュートを解除して通話開始
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [④制御を渡す]

デスクトップ共有時に相手が、 [制御を渡す] を選択すると渡された側のTeamsでリモートデスクトップが可能です。

発表者 (共有を始める側) が選択する

Teams 内で相手のデスクトップを操作
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [⑤アプリケーションを共有]

デスクトップ共有のほか、アプリケーションを選んで共有することもできるようになりました。

例えば、ホワイトボード共有して
お互いにアイデアを書き込めます ※ 画面はイメージです
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【4】会議機能 – [⑥PowerPointを共有]

PowerPoint を共有した場合は、参加者が自由にスライドを次に進めたり、戻したりすることができます。

参加者は別のスライドを表示
したり、制御したりが可能

発表者の画面

発表者と異なるスライドを表示した
場合のコントローラー
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能1: Microsoft Teamsの基本機能

その他のTips

• アクティビティ
• メッセージの保存
• 簡易検索
• ゲストを招待する
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [①チームの並び替え]

[非表示] クリックして 「非表示のチーム」へ
「非表示のチーム」から [表示]で「あなたの
チーム」に登録可能

ドラッグ&ドロップで任意
の順に並び変え可能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [②チームをアーカイブ／復元]

チームメンバーのメニュー

復元しない限り該当チームが
凍結されて変更できない

[管理] から所有者はチーム
をアーカイブ可能

アーカイブされたチームの
復元は [チームの復元] を
クリック
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [③最新情報]

項目のフィルタリングが
可能。その他、チームに
追加されたなどの項目が
表示される

[フィード] は自分に対するすべてのアクション [マイアクティビティ]は自分が起こしたアクション

項目をクリックすると
該当するチャネルに切
り替わる

新たなアクティビティ
の件数通知
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [④メッセージの保存]

[このメッセージを保存します] からメッセージを保存可能

• メッセージやチームやチャネルが多い場合や備忘録として重要なメッセージの場所にすぐ移動

クリックすると
メッセージを保存
できます

保存後しばらく
表示されます

プロフィールの [保存済み] 
をクリックしていつでも保存
したメッセージを一覧表示で
きます
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [⑤キーワードの検索]

キーワードを検索
ボックスに入力

キーワードにヒット
した会話を検索

メンバー名で検索するとそのメンバーの
メッセージやファイルも検索可能

Office 文書や PDF のファイルの内容も検索
可能

「/」と入力し、コマンドを利用
することも可能

検索結果が多い場合には、
フィルターで検索範囲の

絞り込みも可能
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能【5】その他のTips – [⑥ゲスト招待とゲストの参加]

ゲストの招待

招待メールが届く

複数招待の場合選択

ゲストの参加

※セキュリティを考慮した上で機能開放することを推奨します。



メールからの置き換え

To: 佐藤彩
CC: 営業一課
件名: コントソ（株）の提案について
本文:
佐藤さん、お疲れ様です。
営業一課の山口です。

コントソ（株）へのサポート契約についてなのですが、A プランの
提案が $5k 予算オーバーとのことで 20 % のディスカウントは可
能でしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認どうぞよろしくお願いいた
します。

山口幸子

To: 山口幸子
CC: 営業一課
件名: Re: コントソ（株）の提案について
本文:
山口さん、お疲れ様です。
佐藤です。

ご確認ありがとうございます。
はい、20％ディスカウントということで承知しました。大丈夫です
のでそちらでお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤彩

これまで… Teams で実践すると！

情報共有のための CC

丁寧すぎる挨拶

背景の説明

適切なチャネルで、最低限の情報でのコミュニケーションが可能になる

該当の案件のチーム、
チャネルでの発言

メンションで明確に確認して
ほしい人を指名

メールでの定型挨拶
を省略

用件のみを簡潔に
スレッドが伸びても誰の
発言かわかりやすい

43 文字に削減！233 文字！！

さらに… ・既存の相談への対応内容が後からでも確認できる
・情報が変更になった場合、投稿自体を編集可能

丁寧すぎる挨拶 2

2: さあ、使ってみよう！ ～Teams利活用～

53



34

3-1: Microsoft Teamsの基本機能2: さあ、使ってみよう！ ～Teams利活用～

勤怠連絡 会議の議事録
上司への勤怠連絡、同僚への予定の共有
承認済みとして いいね! を利用

直行直帰

お休みの連絡

今日は和田さ
んは…在宅勤
務か、チャッ
トで話しかけ
よう！

確認済みは
上司がいいね!

チームの週次の会議や決定事項の議事録を OneNote のタブで
追加して共有

チームのチャネルに OneNote のタブを追加

リアルタイムに更新されるので
出れなかった会議の内容も迅速に把握

議事録を誰でも確認、追記が容易に



会議の資料を事前に共有しておくことで、対面での会議を
効率的に行う

ファイルを会議の事前に
共有し、意見を募る

Teams 上の
同時編集で
タイポを編集

対面での議題を
絞る

メンションで全員に周知

いいねで気軽に
感謝を伝える

直接編集で常に最新版を
扱うことができる

ダイレクトチャットを使い、少人数で共同して 1 つの資料を
完成させる

資料は OneDrive へ自動で
共有される

後でマージする必要なし
他の人の進捗を確認しながら作業
ができるので、思い違いによる出
戻りもなし

2: さあ、使ってみよう！ ～Teams利活用～

会議資料の事前共有 資料の共同作成

55
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能2: さあ、使ってみよう！ ～Teams利活用～

電話メモ 自己紹介
席をはずしていたり、外出先・在宅勤務からでも確認可能 改めてメンバーの個性が分かる、次の人へバトンタッチはメンション
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3-1: Microsoft Teamsの基本機能2: さあ、使ってみよう！ ～Teams利活用～

ちょい聞き 雑談、コミュニティ
周りの人にちょっと聞く感覚で、チームをメンションして質問 写真付きでランチや飲み会、家庭のことなどコミュニケーション

遠隔地のメンバーとの親睦を深める

知っている人がいれば
すぐ答えを得られる

知識の有効活用！



付録

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

61

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。




