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最新のチーム エンゲージメントを提供するMicrosoft Teams
Microsoft Teamsのような最新のツールは、従業員が文書とE
メール中心のワークスタイルから社員間の迅速なコンテキストベー
スのコミュニケーションと共有によるワークスタイルにシフトし、どこに
いるかに関係なくシームレスな生産性を実現できるように設計さ
れています。
Microsoft Teamsを使用すると、組織は、社員が現在すでに使用
しているOffice 365を使用してコラボレーションとコミュニケーショ
ンを行うことができます。これにより、すべての統合ポイントで従業
員のために優れたエクスペリエンスを提供できるようになります。チー
ムは、チームワークのための専用のハブで社員が必要な情報に簡
単にアクセスできるようにします。チーム内では、Office 365内で共
存するチーム チャット、コンテンツ、メンバー、およびツールを見つける
ことができます。
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ビジネス戦略
Teamsを実装する前に、確固とした戦略を策定し、リーダーと主
要なステークホルダーからの支持を獲得します。これには、主要な
ユーザー ジャーニー（ペルソナ別）、Teamsが解決する予定の
課題、および従業員の一般的なTeamsの使用方法に関する設
計（組織全体のTeams、パブリックとプライベートのTeams、プロ
ジェクトのTeams、部門のTeamsなど）が含まれている必要があ
ります。Teamsで成功を達成するためには、従業員にとって重要
な瞬間（従業員にとって何が含まれるか）を見つけることが重
要です。
戦略を証明し、適切なユーザー ジャーニーとペルソナを対象とし
ていることを確認するために、Teamsのパイロットが強く推奨されま
す。パイロットは、Teamsの価値を従業員にアピールすることがで
き、その成功を、採用を促進するためのより広範なプロモーション
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キャンペーンに使用できます。パイロットに含めるグループ、期間、
およびフィードバックの収集方法を特定します。
分かりきったことを言うようですが、組織内の「実際のチーム」を
Teamsのパイロットのターゲットとし、ランダムな個々の社員を
選択することを強くお勧めします。

この戦略では、SkypeとTeamsの相互運用性（両方ともアク
ティブになるかどうか、およびその期間）などのトピックについて検
討する必要があります。YammerとTeamsの比較、および一般
的なSharePointサイトとTeamsの比較を行います。これらのサー
ビスはそれぞれ、組織内に配置されている可能性が高く、リー
ダー、ステークホルダー、および社員がそれぞれの使用方法を理
解していることが重要です。
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Teamsの優れた点は、Microsoft Office 365スイートの他のほとんどのツールおよび数多くのサードパーティ製のアプリケーションおよびプラットフォームとの統合が事前に行われていることです。課題は、
成功するために不可欠なものは何かを見つけだし、それらが適切に構成およびセットアップされていることを確認することです。Teamsのそれぞれの主要なコンポーネントと依存関係に関して次の点に考
慮する必要があります。
ネットワーク、ドメイン、およびID – ほとんどのTeamsの機能に
はインターネット接続が必要であり、通話や画面共有などの一
部では、帯域幅を集中的に使用する場合があります。これらの
機能の影響を制限したり、低い帯域幅のシナリオでTeamsを使
用したりする方法はありますが、ネットワークが正常であることを確
認し、組織全体に導入する前にこれらの機能を幅広く使用でき
るようにすることが重要です。Teamsのパイロット、およびOffice
365対応のネットワーク監視および正常性ツールを活用して、
ネットワーク パフォーマンスが適切であることを確認してください。

社員は、Office 365の適切なアクセスおよびライセンスを必要と
します。したがって、Azure Active Directoryには、コラボレーショ
ンが必要になる可能性のあるすべての社員（アイデンティティ戦
略によってはオンプレミスのActive Directoryと同期されます）
を含める必要があります。Teamsは、メンバーシップとアプリケー
ションをつなぎ合わせるためにOffice 365グループに依存していま
す。これは、グループの構成と管理を行う必要があることを意味し
ます。

ファイル – Teamsは、それぞれファイルと個人用チャットを保存す
るためにSharePoint OnlineとOneDrive for Businessの両方を
使用するように設定できます。Teamsを介してファイルを共有して
アクセスするには、これらのサービスが適切に機能している必要が
あります。Teamsのデフォルトの動作で、ShareFile、Dropbox、
Box、Google Driveなどの外部クラウド ストレージ ソリューション
との統合が可能です。エンタープライズ コンテンツ戦略、および推
奨される行動のタイプと禁止したい行動のタイプについて検討し
てください。戦略に合わせて、ガバナンスとこれらの外部接続を設
定してください。
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Teamsの主要な各コンポーネントと依存関係に関する考慮事項（続き）
メッセージング、ミーティング、および通話 – この分野の基本
的な機能の多くは「すぐに使用できる」ので多くの組織にとって理
想的です。オフィスから外部への通話の発信、外部からの通話
の受信、ボイスメール、コールキュー（およびその他多数）など
の高度な機能やアドオン機能を活用したいと考えている組織で
は、Teamsの「Phone System」を実装するか、または「Direct
Routing」を使用してTeamsを通信事業者社に接続する必要
があります。

Teams Roomsのエクスペリエンスを最大限に向上させるには、適
切なデバイス、画面、マイク、スピーカー、接続機能を備えた物
理的なスペースが必要です。接続された同じワークスペース エク
スペリエンスでデジタル コラボレーションを物理的な世界に拡張す
ることは、大きな変革をもたらします。パイロットのためのユーザー
ジャーニーの一環として、組織がTeams Roomsを活用するため
の適切な設定と設備を備えた会議室を少なくとも1つ選択できる
ようにすることをお勧めします。

Teamsを使用しているあらゆる社員が、コラボレーションのための 続行>
ディスカッションに完全に没頭できるようにするには、高品質のビ
デオ デバイスと音声機能を備えたヘッドセットが必要です。これら
の周辺機器類は、ほぼすべてのペルソナの標準的なエンド ユー
ザー コンピューティング パッケージに含まれている必要があります。
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Teams Roomsとデバイス – 多くの場合、誰もが、遠隔地から
の参加者がいると、会議室での通常の会議がどれほどひどいもの
になるかを経験しています（画面の接続と共有、通話など）。
Teamsのビジョンとパワーの一部であるTeams Roomsは、会議
室やその他の物理的な会議スペースでの会議実施のエクスペリ
エンスを変革する機能を提供します。
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Teamsの主要な各コンポーネントと依存関係に関する考慮事項（続き）
Teamsテンプレート – 事前に
定義されたレイアウト、チャネル、
およびアプリケーションを使用して
Teamsをセットアップできるようにし
ます。テンプレートを使用すると、
実績のある成功した構成を使用
し、それを複数のチームが利用で
きるので便利です。これにより、生
産性を向上させ、特定のチームに
とって最適なセットアップ方法に関
する不確定要素を排除できます。
理想的なのは、これらのテンプレートが、ペルソナ、ユーザー ジャー
ニー、重要な瞬間に関する調査の結果として作成された基本的
なソリューションとなっていることです。
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アプリ、コネクター、カード、およびボット – Teamsの追加のメリット
は、特定のニーズに合わせてTeamsの各ワークスペースをカスタマイズ
および拡張できることです。Teamsストア向けに作成および公開され、
誰もが一般的にアクセスできるアプリとテナント内のワーカーのみが使用
できるアプリ（期間業務アプリ）という2つのタイプのアプリがあります。
コンプライアンスおよびガバナンスの目的では、社員がTeamsストアから
アプリを使用できるようにすることは意味がない場合があります。別の
方法として、カスタムLoB（期間業務）アプリを作成して、Teamsから
のエンタープライズ システム データに適切に接続して制御および管理
することもできます。どちらの場合も、開発者は、Teamsのエクスペリエ
ンス（アダプティブ カード）を充実させ、付加価値のある拡張機能、
統合（コネクター経由）、オートメーション（ボットを使用）、洞察を
構築することができます。
TeamsはMicrosoft Power Platformとシームレスに統合されて
いるため、開発者やテクノロジーに精通したビジネス ユーザーは、
PowerApps、Microsoft Flow、Power BIなどのツールを使用して
機能豊富なビジネス アプリケーションを作成することができます。これ
らはすべて、チームの残りの作業が行われているのと同じ場所にあり
ます。Power Platformの中で最も刺激的なコンポーネントの1つで
あるAI Builderは、ポイントアンドクリック（またはタッチアンドタップ）
のエクスペリエンスを提供し、ビジネス プロセスやアプリケーションに予
測型のインテリジェンスを追加します。これらのAI対応のPowerApps
およびFlowsは、当然ながらTeamsワークスペース内で実行して、
グループの生産性を最適化することができます。もう一つ例として、

PowerApps Portalsを使用して、ワーカーが、Teams、Dynamics
365、およびその他のサービスでローコードのWebポータル エクスペリ
エンスを構築することができます。この機能豊富なエコシステムによ
り、ワーカーは、新しいクリエイティブな方法で作業やコラボレーション
を行うことができます。

1つの場所での会話、会
議、および通話

統合されたコラボレーション
Office 365アプリ

トレーニング

セキュリティとコンプライアンス

ワークスペースのカスタマイズ

Microsoft Teams
で何ができるかを学
習する

コミュニティー

イベント

Teamsクライアント
Teamsは、インターネット ブラウザー、モバイル アプリ、および完全
なMicrosoft Teamsデスクトップ クライアントを含む、複数の異
なるクライアントを使用して利用できます。これらの各クライアント
には、機能同等性（インターネット ブラウザーの場合）、モバイ
ル デバイス/アプリの管理（モバイル アプリケーションの場合）、
および導入などの考慮事項があります。Microsoft Teamsアプリ
とクライアントは手動でインストールできますが、大規模な組織の
場合は、Microsoft System Center Configuration Manager
（SCCM）、Microsoft Intune、VMware Workspace
ONE、VMware AirWatch、グループ ポリシー、Microsoft
Office ProPlus（月次チャネルv1902以降）などのツールを使
用して導入することをお勧めします。
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VDIセッション内で「フル機能」のTeamsエクスペリエンスを可能
にすることについては歴史的に課題があります。特によく知られ
ているのは通話と会議の機能および非永続セッションでのデータ
キャッシュの課題です。しかし、これらの問題に対処することを目
的としてMicrosoftおよびサードパーティ製ツールが最近改善され
ています。

Teamsアプリとクライアントが導入されていても、デスクトップ クラ
イアントとモバイル アプリは、優れたエクスペリエンスを従業員に提
供し、Teamsを有効にする前の基本的な要件であると考えられ
ます。

Teams管理者の設定

今すぐ専門スタッフに
問い合わせる

Office 365グループ ポリシー – Office 365グループは、
Microsoft Teamsのバックボーンとなります。理解すべき最も重
要な概念は、各チームのワークスペースが特定のOffice 365グ
ループに直接バインドされていることです。これは、両方のメンバー
シップが同じであることを意味します。Office 365グループに適
用されるポリシーは、Teamsにも関連しています。ポリシーのリス
トは定期的に増加していますが、処理すべきいくつかの重要なも
デフォルトでは、Teamsのほぼすべての機能が有効で制限がな のとしては、プロビジョニング（セルフサービスと制限）、命名ポリ セキュリティとコンプライアンス – Teamsは、ワーカーが共同作業
いので、ワーカーは、すぐに参加し、外部の連絡先と共有したり、 シー、有効期限ポリシー、ゲスト（外部ユーザー）アクセスなど を行うための、最も近代的で安全でコンプライアンスに適合する方
要件を満たすためにTeamsを拡張したりすることができます。しか があります。
法の1つとなっています。その機能リストは膨大ですが（継続的に拡
し、組織は、操作性とセキュリティの適切なバランスを見つける必
張されています）、考慮すべきいくつかの主な機能として、多要素
要があります。一般的に、環境のセキュリティを強化するために以 テナント/組織の設定 – これらのTeams設定は、テナント内のすべ
認証（MFA）、データ分類、条件付きアクセス ポリシー、データ ロ
下のいくつかの設定を更新し、これらのTeamsのライフサイクルを てのワーカーおよびチームに適用され、外部クラウド ストレージ、ファ
ス防止（DLP）、保持/削除、電子情報開示とコンテンツ検索、
管理するための適切な制御を確実に実施する必要があります。 イル共有、デフォルトのTeams/Skype共存モード、デバイス、使用
監査、アラートなどがあります。Teamsを他のクラウド アプリケーショ
可能なアプリ（拡張機能）、Eメール、名前と一般的なミーティン ンに接続することを計画している組織では、Microsoft Cloud App
グの設定などが含まれます。これらは、Teams内の行動を制御する Securityなどのツールを使用してコンテンツを確実に保護するため
ための主要なガバナンスおよび管理設定の一部です。
に、このアクティビティを監視することをお勧めします。
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ポリシー – ポリシーとは、要件やシナリオが異なる場合に（例え
ば、工場作業員とインフォメーション ワーカー）、さまざまなペルソ
ナに合わせてカスタマイズできる設定のことです。会議、メッセージ
ング（チャット）、ライブ イベント、およびアプリを制御するために、
複数のポリシーを作成して適用することができます。これらのポリ
シーは、組織が奨励する行動のタイプを補強したり、各ペルソナの
エクスペリエンスの特定の側面をカスタマイズしたりするために役立
ちます。

組織、業界、および地域のセキュリティおよびコンプライアンスの要
件に適合した方法でTeamsを導入できるように、綿密な計画を
立てる必要があります。これらの意思決定の多くは、Office 365
テナント全体に影響を及ぼします。多くの場合、組織では、社
員がTeamsのワークスペースで大半の時間を費やすことになるた
め、Teamsのコンテキストでこれらに特に注意を払うことが選択さ
れます。

続行>

Teams管理者の設定
ガバナンス、運用モデル、およびサポート – 組織は、しばし
ばOffice 365の採用時に、サポート機能、プロセス、スクリプ
ト、およびRACI（Responsible Accountable Consulted
Informed）フレームワークの変更に対処することができません。
これには通常、運用モデル（これは、流暢で読みやすいもの、つ
まり200ページの文書ではないもの）の開発、および継続的なレ
ビューとメンテナンスのための委員会の設立が含まれます。クラウ
ドベースのSaaS（サービスとしてのソフトウェア）アプリケーション
を使用する場合は、継続的なアップデートが行われているため、
定期的に社員のエクスペリエンスに影響したり、ソリューションをサ
ポートする新しい方法が提供されたりする可能性があります。サ
ポート チームの重点項目は、サーバーへのパッチ適用とパフォーマ
ンス タスクから機能とアクセスへと移行します。

今すぐ専門スタッフに
問い合わせる

ロアクティブに管理するために重要になります。チームがアクティブ
でなくなった場合は、すぐに削除するのではなく、チーム オーナーが
チームをアーカイブすることが最も有効です、削除すると、チームの
コンテンツにアクセスできなくなります。より優れた戦略は、チームを
一定期間（60日または90日）アーカイブすることです。これによ
り、チーム メンバーは引き続きコンテンツにアクセスし、新しいメン
バーを追加することもできます。チームがコンテンツが本当に必要
なくなったと判断したら、データ保持ポリシーに従って永続的に削
各チームのエンドツーエンドのライフサイクルを計画することは、ワー 除することができます。
カーの経験を整理して、コンテンツを削除するタイミングと方法をプ
堅牢な運用モデルには、コンプライアンスおよび最善の使用方法
を実現するためのTeams（および各関連サービス）の使用方
法に関する一連の「ルール」または「ガイドライン」を含める必要
があります。また、この新しい運用モデルの一部として、組織は、
Microsoftおよびサードパーティ プロバイダーから提供されている
新しい種類の正常性、パフォーマンス、および監視ソリューションに
ついても調査して活用する必要があります。

特長
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RACI
ライフサ
イクル

移行
多くの組織では、オンプレミスのリポジトリまたはクラウド アプリケー
ションに保存されたコンテンツを、Teamsのサポート ファイル ストア
であるSharePoint OnlineまたはOneDrive for Businessへ移行
する必要があります。Teamsの理想的なワーカー エクスペリエンス
は、チーム コラボレーションのための「ワンストップショップ」になること
です（Microsoftでは「チームワークのハブ」と呼んでいます）。
このためには、個別のTeamsまたはTeamsからアクセスできる場
所（SharePointチーム サイト、OneDrive、外部クラウド スト
レージ）にコンテンツを移行する必要があります。移行には、戦
略（IT部門主導かワーカー主導か）、コンテンツ分析、移行
ツール、およびソース/移行先マッピングなど、いくつかの考慮事項
があります。シナリオによっては、移行戦略の一部として、チームと
他のプラットフォーム間でのコンテンツの同期が望まれる場合があ
ります。
詳しく見る

最新のチーム エンゲージメントを提供するMicrosoft Teams
ビジネス戦略
考慮事項

Teamsクライアント
Teams管理者の設定
移行
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今すぐ専門スタッフに
問い合わせる

コンテンツに加えて、Skypeを使用している既存の組織では、ミー 電話、音声プロバイダー、および通話プランの置き換えまたは統
ティング、連絡先、会話の履歴などについて計画する必要がある 合を行うかどうかなどの追加の計画について考慮する必要があり
追加の考慮事項がいくつかあります。Teamsへの直接の移行で ます。
はなく、一定期間に共存またはフェデレーションが必要であるかど
うかなど、より広範な戦略に関する意思決定を行う必要がありま
す。クラウド ボイス機能の使用を計画している組織では、既存の
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今すぐ専門スタッフに
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Microsoft Teamsの紹介
1つの場所での会話、会
議、および通話

統合されたコラボレーション
Office 365アプリ

Microsoft Teams
で何ができるかを学
習する

トレーニング

セキュリティとコンプライアン
ス

ワークスペースのカスタマイズ

コミュニ
ティー

イベント

詳しく見る

最新のチーム エンゲージメントを提供するMicrosoft Teams
ビジネス戦略
考慮事項

Teamsクライアント
Teams管理者の設定
移行
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Teamsのメリットを享受し、従業員間に期待を醸成するために、
採用および変更管理プログラムの重要性を強調しすぎることは
ありません。これは付け足しではありません。従来の働き方から新
しい働き方への移行を成功させるための鍵は、採用と変更管理
（ACM）のためのペルソナ中心のアプローチを開発することによっ
て、社員が変化の道筋を進むことができるようにすることです。

は各対象者にとって主要なシナリオ/ユーザー ジャーニー/ユース
ケースを見つけることに専念し、対象者にとって何がその中にある
か説明することができます。

成功する導入および変更管理プログラムのコンポーネントの詳細
については、「テクノロジーの変革において人間に対してパーソナ
ライズされたアプローチを採用する」というe-bookの視点を読んで
これは特に、Teamsおよびそれと統合されるアプリケーションに当て ください。
はまります。これはワーカー エクスペリエンスが劇的に影響を受ける
からです。変更は個人的な経験であり、変化への対応は個人に
よって異なります。ペルソナ中心のACMプログラムによって、組織
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今すぐ専門スタッフに
問い合わせる

組織は、Microsoft Teamsの移行を計画していますか。Teams
のエコシステムのパワーを存分に活用していますか。またはすでに
移行しても期待した結果が得られていないことはありますか。Dell
Technologiesがお役に立ちます。デルは、Microsoft Teamsを
含むMicrosoft Office 365エコシステムのワークフォース トランス
フォーメーション イニシアチブの計画、設計、および実施を支援する
コンサルティング サービスを提供しています。デルの採用および変更
管理サービスは、エグゼクティブ スポンサーの指導、支援者の育成
を行い、さらにトレーニング、コミュニケーション、反対意見の管理、
採用の測定などの重要な項目について組織を支援することによっ
て、採用のスピードを加速させるように設計されています。

詳しく見る

最新のチーム エンゲージメントを提供するMicrosoft Teams
ビジネス戦略
考慮事項

Teamsクライアント
Teams管理者の設定
移行

Dell Technologiesの担当者にお問い合わせいただき、お客様のTeamsの取り組みをデルがどのように支援できるかご確認ください。
生産性の高いデジタル ワークスペースの作成に関するデルの視点についての詳細は、Worker Experiences eBookをダウンロードし
てください。

変更の伝達と採用の促進
次のステップ

© 2019 Dell Inc. or its subsidiaries. All Rights Reserved. （不法複製・禁無断転載）Dell、EMC、および他の商標はDell Inc.またはその関連子
会社の商標です。その他の商標は各所有者の商標である場合があります。2019年10月 | H17891

