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1 はじめに 

本書は、metis sofie (以下、本サービス)を利用する前に、お客様側にて作業いただく手順について説明

しています。 

 

 

1.1 用語 

 

用語 説明 

metis sofie 本サービスの名称です。 

metis sofie アプリ 本サービスを利用するためにユーザーが利用する Microsoft Teams の タブアプ

リです。 

metis sofie ボット 本サービスからユーザーに通知するボットサービスです。本書では、ボットと表

記することがあります。 

Office 365 マイクロソフト社が提供するサブスクリプション式のサービスです。デスクトッ

プアプリやクラウドアプリが含まれます。本書では、Microsoft 365 を含め、

Office 365 と表記します。 

Azure Active Directory マイクロソフト社が提供するクラウドベースの ID サービスです。 

本書では、Azure AD と表記することがあります。 

Microsoft Graph マイクロソフト社が提供する Office 365 データアクセス用 API です。 

Microsoft Teams マイクロソフト社が Office 365 で提供するチームワークアプリです。チャット、

オンライン会議、ファイル共有、Office サービスとの連携の他、サードパーティ

ー製品を組み込むことができます。本書では、Teams と表記します。 

Teams コンテキスト Microsoft Teams SDK よりタブアプリに提供される Teams の タブ関連情報で

す。 ディレクトリ情報、ユーザー情報、チーム情報、チャネル情報 などが含ま

れます。 

Exchange Online マイクロソフト社が Office 365 で提供するメールサービスです。本書では、

Exchange と表記します。 

Microsoft Planner マイクロソフト社が Office 365 で提供するタスク管理サービスです。本書では、

Planner と表記します。 

Microsoft OneNote マイクロソフト社が Office 365 で提供するノートアプリです。本書では、

OneNote と表記します。 

JBS 弊社 = 日本ビジネスシステムズ株式会社の略語です。本書では、弊社のことを

JBS と記載する場合があります。 
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1.2 導入の流れ 

 

1.2.1 無料オンラインサインアップの場合 

metis sofie サービスの無料オンラインサインアップをお申込みの場合、準備作業は 3 ステップです。 

トライアル終了後、本契約のご意向がない場合は、ご連絡いただく必要はございません。トライアル期間

終了後、自動的に契約終了となります。 

 

 

Step 1：お申込み 

規約、プライバシーポリシーの内容を同意した上でオンライン申請フォームに記入します。入力したメ

ールアドレスの情報を元に、ご利用の Office 365 テナントの ID を自動で取得します。 

 

Step 2：Microsoft Azure ポータル設定 

指定 URL にアクセスして、アプリケーション接続の許可設定を実施します。 

 

Step 3：Microsoft Teams 設定 

Microsoft Teams 管理センターにアクセスして、以下の設定を実施します。 

⚫ Microsoft Teams 全体設定 

⚫ metis sofie アプリ公開 

⚫ ボット有効化 

 

本書では、Step 1 を 「2. お申込み」、Step 2 および Step 3 を「3. 初期セットアップ」で説明してい

ます。 
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1.2.2 本契約の場合 

metis sofie サービスを本契約頂く場合、準備作業は 4 ステップです。無料オンラインサインアップ後

のお申込みの場合は、Step 1 と 2 で手続きは完了します。 

 

 

Step 1：手続きの実施 

規約、プライバシーポリシーの内容を同意した上で申込書を送付します。 

 

Step 2：テナント情報の登録 

利用申込書の情報に基づき、metis sofie サービスへの登録および設定を JBS が行います。 

 

Step 3：Microsoft Azure ポータル設定 

指定 URL にアクセスして、アプリケーション接続の許可設定を実施します。 

 

Step 4：Microsoft Teams 設定 

Microsoft Teams 管理センターにアクセスして、以下の設定を実施します。 

⚫ Microsoft Teams 全体設定 

⚫ metis sofie アプリ公開 

⚫ ボット有効化 

 

本書では、Step 1 を 「2. お申込み」、Step 3、4 を「3. 初期セットアップ」で説明しています。 

 

  



metis sofie ご利用前の作業手順書 第 1.9 版 

6 Copyright © Japan Business Systems, Inc. 

1.3 本サービスで使用する Office 365 アプリケーション/サービス 

本サービスは、以下の用途で Office 365 アプリケーション/サービスを利用します。 

 

⚫ Teams：metis sofie アプリをインストールし、ユーザーが Teams チャネルのタブに追加して利用

します。 

⚫ Exchange：ユーザーが予定表から会議を作成するときと、ボットが予定表から会議を取得し通知す

るために利用します。 

⚫ Planner：決定事項、ToDo を管理するために利用します。 

⚫ OneNote：議事録を保管するために利用します。 
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1.4 本サービスで使用する Office 365(Microsoft Graph)の権限 

本サービスでは以下の権限を使用しています。 

 

委任されたアクセス許可(Delegated permissions) 

アクセス許可 表示名(英) 説明 

Calendars.Read Read user calendars 会議登録でユーザー予定表を取り込むために使用します。 

Files.ReadWrite.All Have full access to all files 

user can access 

会議で使用する添付ファイルを Teams に保存するために使

用します。 

Group.ReadWrite.All Read and write all groups Teams のチーム情報取得および、Planner に決定事項・

ToDo を保管するために使用します。 

Notes.ReadWrite.All Read and write all 

OneNote notebooks that 

user can access 

OneNote に議事録を保管するために使用します。 

User.Read Sign-in and read user 

profile 

ユーザーが sofie アプリにサインインするために使用しま

す。 

User.Read.All Read all users' full profiles 会議の参加者を追加するために使用します。 

 

アプリケーションの許可(Application permissions) 

アクセス許可 表示名(英) 説明 

Calendars.Read Read user calendars ボットがユーザーのカレンダー情報を読み取り、sofie への

入力忘れを通知するために使用します。 

Group.Read.All Read all groups ボットが Teams のチームを特定するために使用します。 

User.Read.All Read and write all users' 

full profiles 

ボットが目的のユーザーを検索するために使用します。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/graph/permissions-reference  

 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/graph/permissions-reference
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1.5 本サービスが保持するデータ 

本サービスがお客様の Office 365 外に保持するデータおよび用途は以下の通りです。 

 

保存データ 使用用途 

社名、Office 365 テナント ID、ドメイン名等、申込

書に記載の内容 

テナント管理情報、認証、Microsoft Graph の利用、および、

データ保管時のテナント識別用キー値として使用します。 

ドメイン名は、マルチドメインの場合にドメイン毎の利用ユー

ザー数を保持するために使用します。 

Azure AD のユーザーオブジェクト ID アクティブユーザー識別、会議参加者などユーザー識別が必要

なキー値として使用します。 

Teams のチーム ID、チャネル ID テナント ID と併用しプロジェクト識別用キー値として使用し

ます。 

ボットサービス URL、会話 ID ボットが Teams に投稿するために使用します。 

Planner ID sofie のプロジェクトと Planner を紐づけるために使用します。

この情報を使用し、意思決定事項・タスクの管理を行います。 

OneNote ID sofie のプロジェクトと OneNote を紐づけるために使用しま

す。この情報を使用し、議事録の保存を行います。 

会議の基本情報（件名・開催場所・開催日時・参加者

等）および付加情報（目的・ゴール・アジェンダ・役

割・添付ファイル名等） 

会議支援を行うために使用します。 

※参加者情報は、ユーザーオブジェクト ID として保持します 

※Exchange から会議を取り込んだ場合は紐づけのために

iCalUid が含まれます 

※メモは Teams フォルダ内に記録します 

会議の議事録テンプレート(フリーテキスト) 会議中に使用する議事録テンプレートを保持します。 

カテゴリ(フリーテキスト) 会議支援を行うために使用します。 

個人設定 ボットの通知設定や、お知らせ開封情報など個人の設定に関す

る情報を保持するために使用します。 

アンケートの冒頭文(フリーテキスト) 参加者にアンケートを送る際の冒頭文として使用します。 

フィードバック(フリーテキスト) サービス改善に使用します。フィードバックには、テナント ID、

ユーザーオブジェクト ID、および、入力したテキストが含まれ

ます。 

2020 年 2 月 現在 

※1: ユーザー入力は、ユーザーによる直接入力と metis ami 連携による入力を含みます。 

※今後の機能変更で増減の可能性があります。 
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1.6 本サービスがお客様 Office 365 内に保持するデータ 

本サービスでは以下のデータを Office 365 サービス内に保持します。 

 

データ 主な用途 

会議の議事録 会議中にユーザーが編集中の議事録を一時保管します。 

編集中は一定間隔で Teams のファイルに保管します。再編集時は、

Teams ファイルより復元します。 

会議の議事録 議事録を OneNote に転記します。 

会議の情報 検索を行うために、会議の情報を定期的に Teams ファイル内に保管

します。 

決定事項、ToDo sofie は、決定事項、ToDo の情報を Planner に保持しています。 

2020 年 2 月現在 

 

Teams ファイル(SharePoint) における階層構造 

チーム名(サイト名) 

└ ドキュメント 

       └ チャネル名 

           └ sofie 

├ 2019 年 10 月 11 日_11：00_定例_32489b16-3712-4070-8bc7-6560559f6388 

├ 2019 年 06 月 27 日_13：00_会議のテスト_5ef63a1f-1dea-43f3-992b-b90cb9df613a 

               └ systems  

 

会議で使用するファイルは、sofie フォルダ内の「会議フォルダ」に保管されます。 

「会議フォルダ」は、以下の形式で自動的に生成します。 

 

ファイル名形式：年月日_時間_会議名称_会議識別 ID 

 

systems フォルダは、sofie が議事録の一時保管や検索などのために使用するフォルダです。 

 

チャネル名/sofie フォルダの削除、フォルダ内ファイルの変更はしないでください。 
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2 お申し込み 

この章では、サービスの申し込み手順を説明します。 

 

2.1 規約、プライバシーポリシー 

サービス基本規約、プライバシーポリシーを以下 URL よりご確認ください。 

https://www.jbs.co.jp/solution/list/metis_sofie 

 

 

2.2 お申込み 

オンラインまたは申込書記載により本サービスの利用を申しこみます。 

 

2.2.1 オンラインの場合 

オンラインにて無料トライアル登録の申し込みいただき、利用を開始する方法となります。オンライン

での申し込みは、ドメイン指定なしの申し込み方法となります。 

 

以下の URL へアクセスし、入力フォームに必要事項を記載し、情報を送信してください。 

https://pages.jbs.co.jp/metis_sofie_trial.html?ref=doc 

 

入力されたメールアドレスにて、Office365 のドメインを識別した後、メールにて開始手順をご連絡いた

します。 

【申し込みフォーム画面】 

 

https://www.jbs.co.jp/solution/list/metis_sofie
https://pages.jbs.co.jp/metis_sofie_trial.html?ref=doc
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【申しこみ完了画面】 
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2.2.2 利用申込書記載の場合 

サービス登録に必要な情報を利用申込書に記載します。利用申込書に必要事項を記載の上、弊社担当ま

でご連絡ください。 

 

1. 利用申込書のダウンロード 

以下 URL にアクセスし、利用申込書をダウンロードします。 

https://www.jbs.co.jp/solution/list/metis_sofie 

へアクセスし、「metis_sofie_利用申込書」をダウンロードしてください。記載方法については、利用申

込書の「全般(記入例)」を参照してください。 

【利用申込書】 

 

  

https://www.jbs.co.jp/solution/list/metis_sofie
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2. 利用申込書：契約プランの記載方法 

metis sofie には、以下の契約プランがあります。 

⚫ ユーザーライセンス 

1 万ユーザーに満たない場合に選択します。 

⚫ ボリュームラインセンス 

Office 365 を 1 法人で利用し、1 万ユーザー以上の場合に選択します。 

 

 

 

1 つのドメイン(onmicrosoft.com を利用せず、1 つのカスタムドメインのみ) で運用している場合、お

よび、複数のドメインで運用しているがユーザーの総数でライセンスを制限したい場合は、以下のよう

に利用ユーザー数のみを記載をします。 

 

 

複数のドメインで運用し、かつ、ドメイン毎にユーザー数を制限したい場合は、以下のように利用ユーザ

ー数および利用ドメインを記載します。 

 

この例では、example.com ドメインのユーザーは 100 名まで、foobar.com ドメインのユーザーは 150

名までとなります。 

ドメイン名は、ユーザーがログインする際に使用する@以降のドメイン名と完全一致である必要があり

ます。 
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複数ドメインで記載する場合のドメイン確認方法を以下に記載します。 

 

(1) Office 365(https://portal.office.com)に管理者ユーザーでサインインします。 

 

(2) 管理者アイコンをクリックし、365 管理センターを開きます。 

 

 

(3) 365 管理センターメニューより、「Azure Active Directory」 をクリックします。 

 

Azure Active Directory 管理センター (https://aad.portal.azure.com)が開きます。 

 

(4) [Azure Active Directory] > [カスタムドメイン] の順で選択し、ドメイン名を確認してください。 

 

 

カスタムドメイン名に含まれないドメインは、利用することができません。 

 

  

https://portal.office.com/
https://aad.portal.azure.com/
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3. Office 365 のテナント ID の確認方法 

以下に、Office 365 のテナント ID の確認方法について記載をします。 

 

(1) Office 365(https://portal.office.com)に管理者ユーザーでサインインします。 

 

(2) 管理者アイコンをクリックし、365 管理センターを開きます。 

 

 

(3) 365 管理センターメニューより、「Azure Active Directory」 をクリックします。 

 

Azure Active Directory 管理センター (https://aad.portal.azure.com)が開きます。 

 

(4) [Azure Active Directory] > [プロパティ] の順で選択し、ディレクトリ ID を取得してください。 

 

 

https://portal.office.com/
https://aad.portal.azure.com/
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(5) 利用申込書の「Office365 のテナント ID」に取得したディレクトリ ID を記入します。 
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3 初期セットアップ 

この章では、サービス利用開始のための初期セットアップを行います。弊社より登録完了の連絡を受け

た後に実施をしてください。 

 

初期セットアップの流れ： 

 

 

 

内容： 

⚫ アプリケーションの同意 

metis sofie アプリが Office 365 のデータへアクセスできるようにアクセス許可の同意を行います。 

⚫ Teams の全体設定 

metis sofie アプリをテナントアプリカタログおよびストアアプリとして公開するための設定を行

います。 

⚫ アプリの公開 

アプリを Teams 内で公開します。 

⚫ ボットの有効化 

metis sofie ボットに Teams のサービス URL を登録し、ボットからの投稿をできるように設定を行

います。 
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3.1 アプリケーションの同意 

ここでは、metis sofie アプリが Office 365 のデータへアクセスできるようにアクセス許可の同意を行

います。 

 

アプリケーション接続同意 URL に Office365 管理者ユーザーでアクセスします。 

アプリケーション接続同意 URL : 

https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=09f6b042-c827-4d04-

b976-76fccb305b3e&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsofie.cool-meetings.com%2Fadmin-

consent.html   

 

アクセス許可の承認画面が表示されます。 

[承諾] をクリックします。 

 

※ここで承諾するアクセス許可の内容については、 

「1.4 本サービスで使用する Office 365(Microsoft Graph)の権限」 

を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾を行い、以下の画面が表示されれば、アプリケーションの接続設定は完了です。 

 

  

https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=09f6b042-c827-4d04-b976-76fccb305b3e&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsofie.cool-meetings.com%2Fadmin-consent.html
https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=09f6b042-c827-4d04-b976-76fccb305b3e&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsofie.cool-meetings.com%2Fadmin-consent.html
https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=09f6b042-c827-4d04-b976-76fccb305b3e&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsofie.cool-meetings.com%2Fadmin-consent.html
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3.2 Teams の全体設定  

ここでは、metis sofie アプリをストアアプリとして公開するための設定例を記載します。 

詳細については、マイクロソフトのドキュメントを参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-JP/microsoftteams/teams-app-permission-policies 

 

Microsoft Teams 管理センターへ Office 365 管理者権限でアクセスします。 

https://admin.teams.microsoft.com 

 

Teams アプリ > アクセス許可のポリシー メニューを選択します。 

 

 

[組織全体のアプリ設定] ボタンをクリックします。※画面幅によりボタンの位置が異なります。 

 

「組織全体のアプリ設定」を確認します。 

https://docs.microsoft.com/ja-JP/microsoftteams/teams-app-permission-policies
https://admin.teams.microsoft.com/
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Ⓐ 「サードパーティ製アプリまたはカスタムアプリを許可する」 

オンであることを確認します。 

 

Ⓑ 「ブロックされたアプリ」 

「metis sofie」がブロックされたアプリに含まれてないことを確認します。 

入力欄に「metis」と入力します。「metis sofie」がブロックされたアプリに含まれてない場合は、以下

の表示となります。 

 

 

Ⓐ 

Ⓑ 
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ブロックされている場合は、以下のように「既に選択されています」という表示となります。 

 

 

ブロックされたアプリに含まれている場合、ブロックされているアプリの一覧より[×]ボタンでブロック

を解除してください。 

 

 

 

いずれかの変更を行った場合は、「保存」ボタンで設定を保存します。 

 

  



metis sofie ご利用前の作業手順書 第 1.9 版 

22 Copyright © Japan Business Systems, Inc. 

3.3 metis sofie アプリの公開 

ここでは、metis sofie を ユーザーが利用できる Teams アプリとして公開する方法を説明します。 

 

Microsoft Teams 管理センターへ Office 365 管理者または Teams 管理者権限でアクセスします。 

https://admin.teams.microsoft.com 

 

Teams アプリ > アクセス許可のポリシー メニューを選択します。 

対象のポリシーを選択します。※以下「グローバル（組織全体の既定値）」での例を記載します。 

 

 

既定の設定では、以下のように「サードパーティ製アプリ」に対して「すべてのアプリを許可」となって

います。既定の設定の場合は変更の必要はありません。「3.4 ボットの有効化」へ進んでください。 

 

https://admin.teams.microsoft.com/
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■サードパーティ製アプリが「すべてのアプリを許可」でない場合 

「metis sofie」に対してユーザーがインストールできるように設定をおこないます。 

 

「サードパーティ製アプリ」の設定を「特定のアプリを許可し、他のすべてのアプリをブロック」に変更

します。 

「アプリを許可」ボタンをクリックし、「サードパーティ製アプリの追加」を開きます。 

 

 

「metis sofie」を追加し、「許可」ボタンをクリックします。 
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サードパーティ製アプリの許可されたアプリに「metis sofie」が追加されます。 

アプリ ID：7802e4e6-3dc4-479e-bcd1-ff4b101121ca 

配布元：Japan Business Systems, Inc. 

 

 

「保存」ボタンでポリシーの変更を行います。 

ポリシーの反映には時間が必要です。ポリシーの変更を実施した場合は、24 時間経過した後、次の作業

を実施してください。 

 

 

アクセス許可ポリシーの詳細については、マイクロソフトのドキュメントを参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/teams-app-permission-policies 

 

 

  

 ご注意ください  

グローバルポリシーやポリシー割り当てには、設定（変更）が有効になるまで最大で 24 時間かかる

ことがあります。 

設定の変更が発生した場合は、24 時間後に以後の作業を実施してください。 

 TIPS  

ユーザーを限定して公開する場合は、「アクセス許可ポリシー」による制御の他に、後章で説明する 

「ユーザー別アクセス制限の設定」による方法があります。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/teams-app-permission-policies
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3.4 ボットの有効化 

ここでは metis sofie ボットに Teams のサービス URL を登録し、ボットからの投稿をできるようにし

ます。metis sofie ボットに対してメッセージを送ることで、metis sofie サービス側にて自動的に URL

を登録します。 

 

■ストアまたはテナントアプリカタログで導入した場合 

Teams の ストア から、「metis sofie」アプリを検索しクリックします。 

 

 

metis sofie のアプリケーションウィンドウで「追加」ボタンを押します。※開いたことがある場合は「開

く」というボタンとなります。 
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会話欄で、「help」と入力します。 

説明文と「タブを追加し利用してください」という表示されれば準備完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明文と以下のメッセージが表示された場合は、テナントの登録が完了していない状態となります。弊

社担当までお問合せください。 

 

 

  



metis sofie ご利用前の作業手順書 第 1.9 版 

27 Copyright © Japan Business Systems, Inc. 

3.5 テナント管理ユーザーの登録 

metis sofie では、Azure Active Directory のロールを使用し管理者ロールを割り当てます。 

 

Azure Active Directory 管理センター https://aad.portal.azure.com/ に、管理者権限でログインしま

す。 

 

[エンタープライズアプリケーション] > [すべてのアプリケーション] 

の順に選択します。 

 

 

「metis sofie」をエンタープライズアプリケーションから検索し、metis sofie アプリをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

https://aad.portal.azure.com/


metis sofie ご利用前の作業手順書 第 1.9 版 

28 Copyright © Japan Business Systems, Inc. 

 

metis sofie エンタープライズアプリケーションの [ユーザーとグループ] より、[ +ユーザーの追加]を

クリックします。 

 

 

テナント管理ユーザーに割り当てるユーザーとグループを選択します。 

ロールの選択に「管理者ロール」を選択します。 

[割り当て]ボタンをクリックします。 

 

 

以下のように「管理者ロール」が割り当てられたことを確認します。 
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4 テナント管理 

テナント管理機能では、アクティブユーザー数の確認ができます。 

テナント管理機能を利用するためには「3.5 テナント管理ユーザーの登録」で指定した「metis sofie 管

理者ロール」を持つユーザーで操作する必要があります。 

 

4.1 アクティブユーザー数の確認 

metis sofie アプリの「管理」メニューより、「利用状況」を選択します。 

アクティブユーザー数が表示されます。 

アクティブユーザー数は、前月から現在までの間に metis sofie を利用（ログイン）したユニークユーザ

ー数となります。 

 

 

 

 

  

 TIPS  

前月より前に利用がないユーザーは非アクティブユーザーとなります。ユーザーの非アクティブ化は

月初に自動で行われます。 
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5 ユーザー別アクセス制限の設定 

この章では、metis sofie の利用をユーザー単位（またはグループ単位）で制限する方法について説明し

ます。 

 

※グループで割り当てを行うためには、Azure Active Directory P1 以上のライセンスが必要です 

 

5.1 ユーザー別アクセス制限の設定 

この手順を実施することにより、metis sofie を利用するユーザーを制限することができるようになりま

す。 

 

Azure Active Directory 管理センター https://aad.portal.azure.com/ に、管理者権限でログインしま

す。 

 

[エンタープライズアプリケーション] > [すべてのアプリケーション] 

の順に選択します。 

 

 

「metis sofie」をエンタープライズアプリケーションから検索しクリックします。 

https://aad.portal.azure.com/
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[プロパティ]を選択し、[ユーザーの割り当てが必要ですか？] の設定を[はい]に変更します。 

[保存]をクリックします。 
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5.2 ユーザー別アクセス制限の追加/削除 

この手順を実施することで、アクセス制限をするユーザーの追加と削除を行うことができます。 

 

Azure Active Directory 管理センター https://aad.portal.azure.com/ に、管理者権限でログインしま

す。 

[エンタープライズアプリケーション] > [すべてのアプリケーション] の順に選択します。 

「metis sofie」をエンタープライズアプリケーションから検索しクリックします。 

 

[ユーザーとグループ]を選択します。 

 

 

5.2.1 追加 

[+ユーザーの追加]をクリックします。 

 

 

  

https://aad.portal.azure.com/
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ユーザーに割り当てるユーザーとグループを選択ます。 

ロールの選択で「ユーザーロール」を選択します。 

[割り当て]ボタンをクリックします。 

 

 

 

5.2.2 削除 

除外するユーザーを選択します。 

「削除」ボタンをクリックし、metis sofie アプリにアクセス可能なユーザーから削除をします。 
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5.3 ユーザー別アクセス制限の設定解除 

Azure Active Directory 管理センター https://aad.portal.azure.com/ に、管理者権限でログインしま

す。 

[エンタープライズアプリケーション] > [すべてのアプリケーション] の順に選択します。 

「metis sofie」をエンタープライズアプリケーションから検索しクリックします。 

[プロパティ]を選択し、[ユーザーの割り当てが必要ですか？] の設定を[いいえ]に変更し、[保存]をクリ

ックします。 

 

 

  

https://aad.portal.azure.com/
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6 metis sofie アプリの無効化 

この章では本サービスの無効化処理について説明します。 

無効化することで、お客様 Office 365 外に記録された情報の利用はできなくなります。 

 

6.1 テナントアプリカタログからの削除 

本サービスのアプリをテナントカタログとして登録している場合、以下の手順にてテナントアプリを削

除します。 

 

Office365 管理者権限を持つユーザーで、Teams にログインします。[アプリ] より、テナントアプリカ

タログとして登録した metis sofie アプリのメニューより削除を行います。 

 

 

 

6.2 エンタープライズアプリケーションからの削除 

Azure Active Directory 管理センター https://aad.portal.azure.com/ に、管理者権限でログインしま

す。 

 

[エンタープライズアプリケーション] > [すべてのアプリケーション] の順に選択します。 

 

https://aad.portal.azure.com/
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「metis sofie」をエンタープライズアプリケーションから検索し、metis sofie アプリをクリックしま

す。 

 

 

 

一時的に無効にする場合は、[プロパティ] よりユーザーのサインインを無効に設定します。 

 

 

アプリを削除する場合は、[プロパティ]より[削除]を行います。 
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7 設定、その他 

 

7.1 利用ガイド 

metis sofie の使い方・ポイントをまとめた資料は、右上の？ボタンよりダウンロードすることができま

す。 

 

 

7.2 言語設定 

metis sofie は「日本語」および「英語」の表示に対応しています。既定の言語は「日本語」です。 

言語設定は、ユーザー毎に設定する必要があります。表示言語を切り替えるには、「管理」メニューより

「個人管理 - 設定」を選択し、言語を指定します。 

 

 

 

7.3 未登録会議の通知無効設定 

Outlook に登録した会議で metis sofie に未登録の会議は、Outlook に会議登録した翌日に、ボットか

ら通知が届きます。 

この設定を無効にする場合は、「metis sofie からの未登録会議通知を無効化する」にチェックを入れま

す。 
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7.4 会議品質アンケート 

会議品質アンケートの設定をします。会議品質アンケートは、会議終了後（会議終了時刻の 5 分後まで）

で会議参加者に向けてアンケートをボットから自動送付します。 

会議品質アンケートの設定は、テナント管理ユーザーが行うことができます。設定はテナント全体に影

響します。チームおよびチャネル個別の設定とはなりません。 

 

 

 

参加者に送付されるアンケートは以下のフォーマットとなります。 

 

 

 

  

アンケートの集計機能は、まもなく提供予定です。事前に品質アンケートを収集することで、集計機

能提供時に会議品質の確認ができるようになります。 
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改定履歴 

 

版 発行日 改定履歴 

第 1 版 2019 年 9 月 2 日 初版発行 

第 1.1 版 2019 年 9 月 4 日 ボット登録の手順を修正 

第 1.3 版 2019 年 11 月 5 日 オンライン申し込みの手順を追加 

第 1.4 版 2019 年 12 月 4 日 決定事項、ToDo の名称変更 

1.6 1.7 保持するデータ情報の修正 

第 1.5 版 2020 年 1 月 6 日 利用申し込みのドメイン記載方法を追加 

テナント管理ユーザーの追加 

アクティブユーザー数の確認を追加 

無効化手順を追加 

第 1.6 版 2020 年 1 月 24 日 ロールの指定方法を修正 

ユーザー別アクセス制限の設定を追加 

第 1.8 版 2020 年 2 月 14 日 システムに保持する情報に「カテゴリ」を追加 

「テナントカタログ」および「サイドローディング」を削除 

ポリシーの設定を修正 

設定、その他を追加 

第 1.9 版 2020 年 2 月 21 日 システムに保持する情報を更新 

設定、その他に「会議品質アンケート」を追加 

 

以上 


