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ご利用にあたって

・本マニュアルでは，裁判所と裁判所外の弁護士等（ゲストユーザー）とでウェブ会議を行
うことを想定し，裁判所のみが参照するスライド（上部が赤のスライド ），当事者等
のみが参照するスライド（上部が青のスライド ），双方が参照する共通スライド（上
部が赤／青のスライド ）を掲載しています。ゲストユーザーは利用できるTeamsの機
能に制限があるため，裁判所ユーザーでなければ表示されない画面があります。

・Teamsを用いる際には，Teamsの機能が一部制限されているブラウザ版ではなく，機能制限
のないアプリ版をダウンロードして利用していただくことをお願いします。
・使用する端末により機能や画面表示が異なる場合があります。

・本マニュアルは，現時点で把握している情報やインターフェイスを前提に作成したもので
あり，今後も改訂していくことを検討しています。

・裁判所のMicrosoft365は，裁判所の開庁日の午前８時３０分から午後８時３０分まで利用
可能です。利用可能時間外は365にアクセスできなくなりますので，利用可能時間内に必要
な作業を行ってください。
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第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
１ アプリを起動

4

裁判所

②画面表示に従ってマイクロソフト
アカウント情報，パスワードを入力
し，「サインイン」をクリック

※アプリをダウンロードす
ると，自動的にアイコン
が作成されます。

①アイコンをダブル
クリック



〇ウェブ会議を行う場合，まず，当該事件の当事者・代理人等の事件関係者（以下「当事者等」ということがあ
ります。）で事件グループを作成します。

(1) 事件グループ（チーム）の作成

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
２ 事件グループ（チーム）の作成 裁判所
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当事者等の画面からは作成できません。

当事者

⑥チーム名を入力

⑦「作成」をクリック

①「チーム」のアイコン
をクリック

②「チームに参加，または
チームを作成」をクリック

③「チームを作成」をクリック

⑤「プライベート」を
クリック

⑧メンバー追加画面が表示
→当事者等の登録画面（２(2)）へ

④「最初から」をク
リック



(2) 当事者等の登録

○ 裁判官・書記官を登録する場合には「所有者」を選択します。

○ ①，②の操作を繰り返すことにより，複数の当事者等を登録することができます。登録作業が終了したら，
「閉じる」をクリックしてください。「チーム」画面に戻ります。

(3) 当事者等を追加（弁論の併合，代理人の交代等）

○「チーム」作成後に，弁論の併合や代理人の交代等により，新たに当事者等を登録する場合の操作です。

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
２ 事件グループ（チーム）の作成 裁判所
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以下，２(2)の作業と同じ

①追加したい人のメールアドレス
を入力し，表示された「ゲストと
して追加」をクリック ④「閉じる」で終了

③裁判官・書記官
を登録する場合
「所有者」を選択



第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
２ 事件グループ（チーム）の作成

(4) 当事者等を削除（弁論の分離，代理人の交代等）

○「チーム」作成後に，弁論の分離や代理人の交代等により，当事者等をメンバーから削除する場合の操作です。

（参考）事件グループの削除

○事件の終了等により，事件グループを削除する場合の操作です。

裁判所
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④「すべてが削除されること
を理解しています。」の
チェックボックスをクリック

⑤「チームを削除」
をクリック

④削除するメンバーの
欄の「×」をクリック
して削除
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【裁判所から届く招待メール（イメージ）】

「Open Microsoft Teams」
をクリック

(1) ゲストユーザー設定

○ 最高裁判所のゲストユーザーとしてTeamsを利用するためには，上記の作業を行っていただく必要がありま
す。ただし，別の事件でゲストユーザーとなっている当事者等につきましては，同じメールアドレスを使用す
る限り，改めて作業を行っていただく必要はありません。

○ 裁判所が当事者等から提供されたメールアドレスをチームに登録すると，当該メールアドレス宛てに，チー
ムへの招待メールが送信されます。この招待メールに貼られた「Open Microsoft Teams」のリンクをクリック
すると，次の作業画面に遷移します。

当事者等が，初めて最高裁判所のゲストユーザーとしてTeamsを利用するに当たっては，裁
判所からの招待を承諾していただく必要があります。

その際，マイクロソフトアカウント（以下「ＭＳアカウント」という。）をお持ちでない当
事者等についてはＭＳアカウントが無料で作成されます。すでにＭＳアカウントをお持ちの当
事者等は，招待を直接承諾することができます。

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等 当事者



第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等

8-2

○ 画面表示の指示に従って，①パスワードの作成，②確認コードの入力，③画面に表示された文字等の入力，
④アクセス許可の確認などを行ってください。

○ なお，登録するメールアドレスのドメインの環境などによって，ゲストユーザーの設定に当たり要求される
パスワードポリシーが異なります。そのため，既にマイクロソフトアカウントをお持ちの場合に，当該アカウ
ントのパスワードと同じものを入力しても，最高裁判所のゲストユーザーに設定されるためのパスワードポリ
シーを満たさない場合には，パスワードが登録できないことがありますので，ご注意ください。

当事者

画面表示の指示に従って，
①パスワードの作成，
②確認コードの入力，
③画面に表示された文字等
の入力を行い，

④アクセス許可の確認
をします。



8-3

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等 当事者

〇 第三者によるゲストユーザーの情報の不正利用等を防止するため，当事者等がTeamsを利用
する際には，Teamsにサインインするためのメールアドレスとパスワードによる認証（一段階
目）に加え，二段階目の認証方法を設定していただく必要があります。
なお，二段階目の認証方法の設定は，ゲストユーザーの設定時に一度行えば足ります。

○ Teamsにサインインするに当たってパスワードを入力した後，右図の画面が表示されるので，
「次へ」をクリックすると，二段階目の認証方法の設定画面に遷移します。

〇 二段階目の認証方法の設定後，同一のデバイス（パソコンやスマートフォン等）からTeams
にサインインする限り，最終アクセス時から９０日間は，基本的に二段階目の認証を求めら
れません。他方，異なるデバイスからサインインする場合には，二段階目の認証を求められ
ます。



第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等

(2) アプリのダウンロード

○アプリをお持ちの当事者等については，ダウンロードしていただく必要はありません。
（→(3)「アプリの起動」に進む。）

① ダウンロードの開始

② アプリの保存
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当事者

「 Windowsアプリをダウン
ロード」をクリックして，ア
プリをダウンロードします。

※ ＰＣユーザーは，「Windowsアプリをダウンロード」
（Macの場合，Mac版アプリ）を，タブレットやモバイル
ユーザーは，Apple Store，Google PlayなどからTeams
のアプリケーションをダウンロードし，アプリ版の
Teamsを利用していただくこととします。

ブラウザでTeamsを起動させることも可能ですが，ブ
ラウザの種類によって，ビデオ通話が利用できないなど
の機能制限があるため，ブラウザでTeamsを利用しない
ようお願いします。

②「名前を付けて保存」を
クリック

①「保存」横の
「Λ」をクリック

③保存場所を選択

④「保存」を
クリック



(2) アプリのダウンロード（続き）

③ ダウンロード完了

(3) アプリの起動

※ アカウント名とパスワードの入力を求められる場合があるので，準備しておいてください。 9-1

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等 当事者

画面表示に従ってマイクロソフトアカウン
ト情報，パスワードを入力し，「次へ」を
クリック

アプリ起動

アイコンをダブル
クリック

自動的にアプリが立ち
上がる。自動で立ち上
がらない場合，３(3)へ

ダウンロード完了



第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
３ ゲストユーザーの設定等

(4) Teams画面の立ち上げ（組織の選択）

○アプリを起動すると，裁判所とは別の組織でTeamsを利用されている場合には，組織を選ぶ画面になります
ので，「最高裁判所（ゲスト）」を選択します。裁判所とは別の組織でサインインしている場合には，一度，
サインアウトしていただく必要がありますので，ご注意ください。

当事者

①「最高裁判所（ゲスト）」
をクリック

②「続行」をクリック
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⑤Teamsの画面が開く



(1) ユーザーアイコンから設定

(2) アプリの起動に関する設定
○「アプリケーションの自動起動」を選択すると，端

末の起動時に自動的にアプリが起動します。

○「バックグラウンドでアプリケーションを開く」を
選択すると，アプリケーションの起動の際に，ウィ
ンドウは開きませんが，バックグラウンドで起動し
実行状態になります（タスクバーには表示されます。
また，バナーによる通知も表示されます。）。

○「閉じる時に，アプリケーションを実行中のまま
にする」を選択すると，「×」を押してウィンドウ
を閉じても，アプリケーションそのものは実行状態
のままにすることができます。

※ 通常は全てのチェックを外すことで構いません。

第１ ウェブ会議等を行うための基本的な準備と操作
４ 基本設定

当事者

② 必要な動作を選択

①「一般」をクリック
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「設定」画面が表示



(1) SharePointを開く

(2) 通知設定画面を開く

○ファイル一覧に当事者等が新しい準備書面のファイルなどを追加・更新したときなどに自動的に通知が届くよ
うに設定をしたい場合の操作を紹介します。なお，この設定は事件グループごとに行う必要があります。

○通知の設定をすると，ファイルがアップロードされた際などに，設定したメールアドレス宛にメールが送信さ
れます。

第２ ファイル共有とその準備

１ 通知の設定
共通

①「チーム」画面
で，設定を行う
チームを選択

（拡大図）

①「・・・」をクリック

②「通知」をクリック
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③「・・・」をクリックし
「SharePointで開く」を
クリック。ブラウザで
SharePointが開く。

②「ファイル」タブ
をクリック



(3) 通知の設定

第２ ファイル共有とその準備

１ 通知の設定
共通
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当事者画面には
表示されません



第２ ファイル共有とその準備
１ 通知の設定

裁判所

（参考）設定したメールアドレスの削除

○設定したメールアドレスを削除する場合の手順になります。メールアドレスを変更する場合も，一度この手順
に従って削除し，第２の１(1)～(3)のとおり，新たなメールアドレスを登録する必要があります。

※ SharePointを開いた画面（第２の１(1)）

①「サイトコンテンツ」
をクリック

③「ユーザー通知」
をクリック
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②「サイト設定」
をクリック


