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1. はじめに 

本書は、Web ブラウザにて「Office365」のメールサービス「Outlook on the Web」を利用するための

基本的な操作が記載されたユーザーマニュアルです。 

 

・ Office365 とはMicrosoft社が提供するクラウドサービスであり、メールの他にも Office製品の配

布といったコラボレーション（共同作業）ツールの利用ができるサービスです。 

 

・ 本マニュアルでは、メールサービスの｢Outlook on the ｗeb｣について記載しています。 

なお、メールクライアントの「Outlook」については、別途『APU メールをメールクライアントの Outlook

から利用する方法（個人メール編）』を参照してください。(利用者各位の用途や好み、利用環境に

応じて選択してください。)  

 

・ Outlook の仕様変更により、一部画面が変更になっている箇所があります。 

例えば、以下の箇所が変わっており、本書では両者の画面が混在している場合があります。 

 

 

 

      旧 

 

      新 
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■Outlook on the webの概要 

Outlook on the web はWeb ブラウザから Office365 のメールボックスを利用することができるWeb

アプリケーションで、電子メールの送受信やアドレス帳・連絡先管理、スケジュール管理など Outlook とほ

ぼ同じ作業ができます。学内・学外のパソコン問わず、Web ブラウザが利用できる環境であればアクセス

し作業ができます。 

＜注意＞ 

 

■サポートされるブラウザ環境 

Outlook on the web は、以下のWeb ブラウザーで利用することができます。 

 

スマートフォンやタブレット端末での利用について 

スマートフォンの公式メールアプリ・標準メールアプリともに利用可能です。 

 

≪公式メールアプリ≫ 

Microsoft社が提供する Outlook for iOS/Android というアプリケーションが利用可能です。

Google Playや App Store などの配信サービスからダウンロードして利用できます。 

 

≪標準メールアプリ≫ 

標準メールアプリとは、スマートフォンにもともと搭載されているメールアプリケーションです。スマートフォン

の設定画面からアカウントを追加することで利用できます。 

 

【注意事項】(特に職員向け) 

※業務メールですので、出先などでメールを利用する際は、画面にロックをかける・リモートワイプ設定を

するなどセキュリティに十分気をつけてください。 

Outlook on the webは、クラウドサービスであるため、Microsoft社による画面表示や機

能の追加・削除などのシステムの更新が予想されます。 

・Microsoft Edge：最新バージョン 

・Internet Explorer：最新バージョン 

・Firefox：最新バージョン 

・Chrome：最新バージョン 

・Safari：最新バージョン 
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1.1 サインイン／サインアウトを行う 

 サインインの方法 

 Internet Explorer を起動し、Office 365 ポータル ページ (https://portal.office.com/) 

へ移動します。[ご自身のメールアドレス]を入力すると、自動で画面が切り替わります。 

※パスワードの入力は不要です。 

 

 

 

 以下の画面が表示されます。パスワードを入力し、[サインイン]をクリックします。 

 

 

 

https://portal.office.com/
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 以下の「サインインの状態を維持しますか？」画面が表示された場合、「いいえ」をクリックしてくださ

い。 

 

 

 Office 365 のスタート画面が表示されます。[Outlook]をクリックします。 

 

 

メニューボタン 

Office365 のアプリ起動ツールを表示できます。 

設定ボタン 

メニューを開いて、個人やアプリ

の設定ができます。 

アプリ起動ツール 

メールやアドレス帳、予定表などの機能にアクセスできます。 

※利用者によって、利用可能なアプリケーションの表示が異なります。 

「いいえ」をクリックしてください 
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 初回ログオン時のみ、利用する言語とタイムゾーンを求められます。[言語]と[タイムゾーン]の設定を

し、「保存」をクリックします。※海外の場合は、任意で選択します。 

 

 

 

 メールの初期画面が開きます。 
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 サインアウトの方法 

 画面右上の[   ]をクリックし、[サインアウト]をクリックします。 

 

 

 

 「アカウントからサインアウトしました。」の画面が表示されます。 
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2. メール 

メールボックスは受信した電子メールを保存しておく「郵便箱」です。各メールアドレスに対し 1 つずつ用意

されています。 

ここでは、Office365 のメール機能を利用する上での注意事項について説明します。 

 

■メールボックスの容量 

メールボックスの容量に関する警告 

メールボックスの容量が上限に近付くと、次の 3 種類の通知が Exchange Online から送信されま

す。 

# 項目 説明 

1 警告 メールボックスの容量が上限に近づくと、警告通知が電子メールでユーザーに送信されます。 

この警告を送信することで、不要なメールを削除するようユーザーに促します。 

2 送信禁止 メールボックスの容量が上限に達すると、送信禁止通知が電子メールでユーザーに送信されま

す。ユーザーは、メッセージを削除してメールボックスの容量が上限を下回るまで、新しいメッセージ

を送信できません。 

3 送受信禁止 この上限に到達すると、Exchange Online はすべての受信メールを拒否し、送信者宛てに配

信不能レポート (NDR) を送信します。送信者は、後でメールの送信を再試行することができま

す。メッセージを受信できるようにするには、メールボックスの容量が上限を下回るまでメッセージを

削除する必要があります。 

 

《用語説明》Exchange Online について 

Exchange Online とは、Microsoft が提供するメールやグループウェアを搭載した Exchange 

Server の機能をクラウドで利用できるようにしたものです。 

Office365 では Exchange Online のメールや連絡先、予定表、タスク管理などのサービスが利用でき

ます。 

各サービスは Outlook on the webや Microsoft Outlook からアクセスすることで利用できます。 

 

メールボックスの容量に関する制限と通知 

# 対象 メールボックスの種類 警告 送信禁止 送受信禁止 

1 容量制限の既定値 Office 365 49GB 49.5GB 50GB 
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■1通のメールサイズの制限 

サイズの大きなメッセージがシステムのパフォーマンスに悪影響を及ぼすのを防ぎ、すべてのユーザーのメッセ

ージが速やかに配信されるようにするため、メッセージサイズが制限されます。 

送信メッセージサイズの制限は添付ファイルを含めて 35 MB である。この制限よりも大きなメッセージは

配信されず、送信者宛てに配信不能レポート (NDR) が送信されます。このメッセージサイズの制限は、

受信メッセージについても同じ設定となります。 

電子メールクライアントによって個々の添付ファイルのサイズがメッセージサイズの制限よりも小さい値に制

限される場合があります。 

 

■一括で送信できる受信者(宛先)の制限 

ユーザーが迷惑メールを一括送信しないよう、Exchange Online には、ユーザーやアプリケーションが大

量の電子メールを送信するのを防ぐ制限があります。 

各 Exchange Online メールボックスからメッセージを送信できる受信者(宛先として設定できるメール

アドレス)は 1日あたり最大 10,000 です。1 つの電子メールメッセージを最大 500 の受信者

（宛先として設定できるメールアドレス）に送信できます。これらの制限は、組織内で送信される電子メ

ールと外部組織に配信されるメッセージに適用され、上限値を変更することは出来ませんが、最大宛先を

500 までの制限は、配布リストに宛先の受信者を内包することにより、より多くの宛先を指定することが可

能です。 

例えば、10人の受信者を一つの配布リストで内包し、宛先に配布リストを指定すると受信者は１とカウ

ントされます。 

 

■一定期間に送れるメール数の制限 

1 ユーザーがメールシステムの機能を占有しないようにするため、また、不正使用を防ぐため、ユーザーが送

信できるメッセージは 1 分間あたり 30 件に制限されます。 

ユーザーが 31件以上のメッセージを送信した場合、自動的に 30件に調整されて送信されます。 
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2.1 メールの画面を開く 

 メールの画面を開く方法 

① 項番「1.1.1」にてサインイン後、スタートページから「Outlook」アプリをクリックします。 

 

 

② メールの初期画面が開き、お気に入りに登録されたフォルダーのみが表示されます。 

また、[その他]をクリックすると、メールの基本画面にページ移動し、メールボックスのすべてのフォルダー

が表示できます。なお、メールの基本画面については、項番「2.1.2」で説明しています。 

 

お気に入りに登録されたフォルダー 

お気に入りに追加したフォルダーのみが表示さ

れます。 

既定では[受信トレイ]や[送信済みアイテム]

といったフォルダーが設定されています。 

また、お気に入りに追加したフォルダーは、マウ

スでドラッグすることで順番を変更することも可

能です。 

その他 

クリックすると、すべてのメールボックスのフォル

ダーが表示できます。 
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 基本画面 

メールの初期画面から、[その他]をクリックすると、メールの基本画面にページ移動し、メールボックスのすべ

てのフォルダーが表示されます。なお、「メールの初期画面」に戻るには、「フォルダー」をクリックします。 

また、メールの基本画面を開いた状態でサインアウトすると、次回からは、メールアプリを起動すると「メール

の基本画面」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルター 

必要なメールを、すばやく見つけるための機能が集約されて

います。メッセージの絞り込みや並べ替えができます。 

お気に入りフォルダー 

お気に入りに追加することで、メールの初

期画面でも追加したフォルダーが表示され

るようになります。 

また、お気に入り追加したフォルダーは、マ

ウスでドラッグすることで順番を変更するこ

とも可能です。 

受信トレイの「優先」と「その他」 

「優先」には、「受信トレイ」に入ったメッセー

ジで内容や相手がユーザーにとって重要で

あるとみなされたものが表示されます。優先

度が低いとみなされたメールは、「その他」に

表示されます。 

検索ボックス 

メールやユーザーを検索することができます。 

フォルダー 

「メールの初期画面」に戻ります。 
新規作成ボタン 

新しいメールを作成する場合、[新規作成]をクリックします。 

受信トレイ 

受信したメッセージの参照、転送、および返

信など、メッセージに関する作業を行います。 

送信済みアイテム 

送信したメッセージのコピーが保存されます。送信し

たメッセージを後で参照したり、一度送信したメッセ

ージを再送信したりする場合に使用します。 

下書き 

メッセージ原稿の下書き、送信前のアイテム

など、送信を行っていないメッセージを保存

すると、[下書き]フォルダーに格納されます。 
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■既定で用意されているフォルダー 

Outlook on the web のメールは、フォルダー単位で管理されます。フォルダーは自由に追加することが

できますが、あらかじめ既定で用意されているフォルダーもあります。 

 

既定で用意されているフォルダー一覧 

フォルダー 説明 

受信トレイ メッセージを受信するフォルダー。未読のメッセージに加えて、既読のメッセージのうち削除や

移動をしていないものが格納されています。受信したメッセージの参照、転送、および返信

など、メッセージに関する作業を行います。 

下書き メッセージ原稿の下書き、送信前のアイテムなど、送信を行っていないメッセージを保存する

と、[下書き]フォルダーに格納されます。アイテムはいつでも開いて編集したり、送信したりす

ることができます。 

送信済みアイテム 送信したメッセージのコピーが保存されます。送信したメッセージを後で参照する場合に使

用します。 

削除済みアイテム 他のフォルダーで削除したアイテムは、[削除済みアイテム]フォルダーに移動します。 

メモ Outlook 2016 で作成したメモが格納されています。Outlook on the web では、メ

モの表示のみ行うことができます。 

迷惑メール 迷惑メールを受信すると、自動的にこのフォルダーに移動されます。迷惑メールは随時リス

トに追加できます。また、内容を確認して迷惑メールでないと判断できる場合は、受信トレ

イに戻すことができます。 
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 基本画面からレイアウトを変更する方法 

2.1.3.1 閲覧ウィンドウのカスタマイズ 

閲覧ウィンドウのオプションでは、閲覧ウィンドウの表示位置やアイテムの移動または消去した場合の動作

など、閲覧ウィンドウの各種設定が行えます。 

以下の手順で、閲覧ウィンドウをカスタマイズします。 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

② [メール]-[レイアウト]-[閲覧ウィンドウ]の順にクリックします。 

[閲覧ウィンドウ]画面で、対象のチェックボックスをオンにし、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

ウ

ウィ
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2.1.3.2 お気に入りフォルダーの利用 

よく利用するフォルダーを追加できるショートカット用のフォルダーです。特に重要なフォルダーを追加しておく

ことで、目的のメールをすばやく確認することができます。 

 

2.1.3.2.1 お気に入りへのフォルダー追加方法 

 [お気に入り]に追加するフォルダーを右クリックし、[お気に入りに追加]を選択します。 

※例では「会議用」フォルダーを追加しています。 
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 [お気に入り]に追加されました。 

※「お気に入り」に追加したフォルダー内のメールを移動や削除すると実フォルダーからもメールが移動、削除されます。 

 

以上で、お気に入りに「会議用」フォルダーが追加できました。 
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2.1.3.2.2 お気に入りフォルダー内のフォルダー削除方法 

 [お気に入り]から削除するフォルダーを右クリックし、[お気に入りから削除]を選択します。 

※例では「会議用」フォルダーを削除します。 

※[お気に入り]に追加したフォルダーはショートカットです。削除しても実フォルダーは残ります。 

 

 

 

 [お気に入り]から削除されました。 

 

[お気に入り]から削除しても実フォルダーは削除
されません。 
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2.1.3.3 表示形式（スレッド形式／メッセージ形式）を切り替える方法 

Outlook on the web では、メールのやり取りを階層化して表示し、会話の流れに沿ってメールを閲覧

できるスレッド表示が採用されています。 

スレッドを含むメールは、メッセージ一覧に複数のアイテムを表すアイコンで表示されます。新しいメッセージ

を受信すると、スレッド全体がメッセージ一覧の一番上に移動します。メッセージ一覧でスレッドの見出しを

クリックすると、閲覧ウィンドウにスレッドが表示されます。メッセージに複数の返信があると、スレッド内でさら

に複数のスレッドに分割されます。 

未読を含むスレッドは、スレッドに色が付きます。スレッドを展開すると、未読メッセージの差出人が色付き

で表示されます。展開したスレッドでは、返信や他のメンバーからのメールを視覚的に確認することができま

す。 

 

■表示形式（スレッド形式／メッセージ形式）の切り替え 

スレッド表示はご利用のスタイルに合わせて、有効または無効に設定できます。また、特定のフォルダーだ

けをスレッド表示で表示したり、すべてのフォルダーをスレッド表示に設定したりすることも可能です。 

以下の手順で、スレッドをオン/オフにします。 

 

 受信トレイ内の[フィルター]をクリックし、[表示方法]から[メッセージ]または[スレッド]を選択します。 
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■スレッドを設定する 

スレッドのタイトルに表示される項目や表示方法を設定することも可能です。 

以下の手順で、スレッドを設定します。 

 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

② [メール]-[レイアウト]-[スレッド]の順にクリックします。 

[スレッド]画面で、対象のチェックボックスをオンにし、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

 

 

ウィン

ドウ 
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オプション一覧 

オプション 説明 

この順序でアイテムを表

示する 

スレッド閲覧ウィンドウでのメッセージ表示順序を設定することができます。[新しいメッセ

ージが上]、[古いメッセージが上]から選択します。 

アイテムが削除されてい

る場合 

[削除済みアイテムを表示する]または[削除済みアイテムを表示しない]を設定します。 

■スレッドを無視する 

重要でないスレッドがフォルダー (たとえば、受信トレイなど) に含まれないようにできます。スレッドを無視

すると、スレッドの過去および将来のメール メッセージがすべて、[削除済みアイテム]フォルダーに直接移

動されます。 

以下の手順で、スレッドを無視します。 

 

 スレッドを右クリックし、[無視]をクリックします。 

 

 

 

 



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 22 

 

 警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックすると、選択したスレッドのメッセージがすべて削除され

ます。また、削除されるスレッドのメッセージには、今後受信するメッセージも含まれます。 

 

■無視したスレッドを解除する 

スレッドを無視したことで、[削除済みアイテム]フォルダーに移動したスレッドは解除することができます。 

ただし、元のフォルダが[受信トレイ]以外の場合であっても、[受信トレイ]に戻ります。後ほど元のフォルダ

へ移動して下さい。 

 [削除済みアイテム]フォルダーから無視を解除するスレッドを右クリックし、[無視を解除]をクリックしま

す。 

 

 警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックすると、選択したスレッドのメッセージがすべて[受信ト

レイ]に移動します。 
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2.2 メールを読む 

 フォルダー内のメールを選択して読む方法 

 フォルダーを選択し、メール一覧から読みたいメールを選択します。 

※ここでは、「受信トレイ」フォルダーを選択しています。 

 

 

■メールを受信した際の通知設定について 

メールを受信した際の通知アクションを設定することができます。 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 
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 [メール]-[自動処理]-[メッセージ オプション]の順にクリックし、表示されたメッセージオプションから通

知アクションを設定します。 

 

 

・[新しいアイテムの受信時にサウンドを再生します] 

メールを受信した際に音で受信メールを通知する設定です。ただし、後述の[新しいメールメッセー

ジが届いたときに通知を表示します]と同時に設定した場合にのみ有効となるため、ご注意くださ

い。 

・[新しいメールメッセージが届いたときに通知を表示します] 

メールを受信した際、画面右上にポップアップにて通知する設定です。通知に表示される情報は「差

出人」、「件名」、「本文」の 3点です。 
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 通知アクションの設定が完了したら、[保存]をクリックします。 

※元の画面に戻るには、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックします。 

 

 

 クイック検索によりメールを検索して読む方法 

Outlook on the web では、キーワードおよび検索条件を使用して、検索を簡単に行って必要なアイ

テムを抽出できる一連のフィルターが提供されています。 

 

① [検索]ボックスに、検索する文字列を入力し、[Enter]キーを押します。入力した文字列を含むアイ

テムがメッセージ一覧に表示されます。 

 

 

メモ： 

[検索]ボックスに、さらに多くの文字列を入力することで、検索結果を絞り込むことができます。 
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 フォルダー内のメールの並び順を変更してメールを読む方法 

メッセージ一覧は、日付・差出人・サイズなど、さまざまな順序で並べ替えることができます。標準の並べ替

え方法は 7 種類あり、グループ化と並べ替え順序があらかじめ定義されています。たとえば、メッセージの

差出人の名前・メッセージのサイズ・テーマなどの順にメッセージを並べ替えることで、必要なメッセージが見

つけやすくなります。 

以下の手順で、メッセージを並べ替えます。 

 

 受信トレイ内の[フィルター]をクリックし、[並べ替え]から[日付]、[差出人]、[宛先]、[件名]、[添付

ファイル]、[重要度]または[サイズ]のいずれかを選択します。 

 

並べ替え一覧 

並べ替え 説明 

日付 既定の並べ替え方法で、スレッドが有効な場合はメッセージをスレッド化して日付で並べ替

え、スレッドが無効の場合は日付でグループ化および並べ替えします。 

日付グループごとに必要な情報を表示してビューを簡素化します。たとえば、今日受信した

メッセージには受信時間だけ、昨日および同じ週のメッセージには曜日と受信時間を、1 

週間以上前のメッセージにはより詳細な日付情報を表示します。 

差出人 メッセージを[差出人]行の名前でグループ化し、受信日順に並べ替えます。 

宛先 メッセージを[宛先]行の名前でグループ化し、受信日順に並べ替えます。 

サイズ メッセージを次の 7 つの分類項目(巨大(5 MB以上)、超特大(1 - 5MB)、特大

(500 KB - 1 MB)、大(100 - 500 KB)、中(25 - 100 KB)、小(10 - 25 KB)、

極小(10 KB以下))でグループ化し、サイズ順に並べ替えます。 
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並べ替え 説明 

件名 メッセージを五十音順の件名でグループ化し、受信日順に並べ替えます。件名の最初に

"RE:"、"FW:"がついていても正しくグループ化されます。 

添付ファイル 添付ファイルのあるメッセージとないメッセージに分けて分類し、受信日順に並べ替えます。 

重要度 電子メールを重要度で分類し、受信日順に並べ替えます。 
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2.3 メールを送る 

 新規メールの作成と設定 

Outlook on the web は、シンプルなテキスト形式、インターネット標準の HTML 形式の 2 種類の

メッセージの送受信をサポートしています。 

2.3.1.1 新規メールの作成 

■新しいメッセージを作成する 

メッセージは、メッセージの作成フォームで作成します。このフォームは、メッセージの返信と転送に使用する

ものと同じです。 

以下の手順で、新しいメッセージを作成します。 

① [＋(新規作成)]をクリックします。 

 

② メッセージの作成フォームで、受信者の指定（㊟1）、件名の入力、本文の入力を行い、[送信]

（㊟2）をクリックします。 

 

 

㊟1 メッセージ受信者の指定方法について 

メッセージ受信者を指定するには、メッセージ受信者の名前または、メールアドレスを[宛先]、[CC]、

[BCC]に入力します。なお、複数名を指定する場合は、セミコロン（;）でメールアドレスを区切ります。 

また、[宛先]や[CC]をクリックし、アドレスを入力することもできます。この操作により、アドレス帳が開きま

す。既定では、アドレス帳を開いたときに表示されるのは、個人の連絡先で、検索ウィンドウを利用してア

ドレスを検索することもできます。グローバル アドレス一覧からの検索も可能です。アドレス帳でメッセージ

受信者の名前をダブルクリックし、メッセージにアドレスを追加します。 
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なお、[BCC]への受信者の指定は、以下の手順より行います。 

① メッセージの作成フォームで、[BCC]をクリックします。 

 

② BCC の入力フィールドが表示されます。 

 

 

また、以下の手順にて設定することにより、常に BCCの入力フィールドを表示させることも可能です。 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

② [メール]-[レイアウト]-[メッセージ形式]の順にクリックします。 

[メッセージ形式]画面で、[BCC を常に表示する]のチェックボックスをオンにし、[保存]をクリックしま

す。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 
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メモ： 

オートコンプリート機能について 

オートコンプリート機能とは、宛先の入力欄に名前または、メールアドレスの入力を開始すると連絡先の候

補を表示する機能です。 

オートコンプリート機能で表示される連絡先の候補へは、過去に送受信した連絡先が自動的に登録され

ます。 

そのため、連絡先候補にご自身には不要な連絡先が表示されることがあります。その場合、下記の 「オ

ートコンプリートされた連絡先候補から不要な候補を削除する方法」 にて整理を行ってください。 

なお、Web ブラウザ（Internet Explorer、Firefox等）で使用する APU メールと、クライアントソフ 

トの Outlook で使用する APU メールは、別々にオートコンプリート機能の連絡先候補を管理していま 

す。そのため、双方で表示する連絡先候補の内容には差異があります。 

▼Web ブラウザで使用する APU メールの場合    ▼クライアントソフトの Outlook で使用する APU メールの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オートコンプリートされた連絡先候補から不要な候補を削除する方法 

Outlook on the webではオートコンプリートを無効にすることはできません。不要な候補が表示

される場合は、以下の手順で削除してください。 

 表示されている連絡先候補右側の[×]をクリックします。 

 

 

 

 

 連絡先候補が候補一覧から削除されます。 
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㊟2 メール送信時の誤送信防止機能について 

 

メール ヒントを確認する 

Outlook on the webや Outlook でメールを送信する際に、そのメッセージの宛先や容量などを確認

して必要に応じて注意勧告する機能です。 

例えば宛先の受信者が存在しない場合や、不在時の自動応答が設定されているなどの場合、送信前

に知らせてくれます。 

 

スペル チェックを行う 

Outlook on the web のスペル チェック機能は、Web ブラウザーのスペル チェック機能に依存しま

す。スペル チェックは、Internet Explorer 10 以降のバージョンと最新バージョンの Firefox、

Chrome、Safari で利用可能です。スペル チェックに Web ブラウザーを使う方法の詳細については、

ご使用のWeb ブラウザーのオプションを確認して下さい。 

 

送信時の自動チェック機能を使用する 

※Outlook on the web からは、Outlook 2016 で可能なメール ヒントのオプションを設定すること

はできません。 
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■ファイルを添付する 

自分のコンピューターまたはネットワーク経由でアクセスできるファイルを、メールボックスで作成する任意のア

イテムに添付することができます。 

以下の手順で、ファイルを添付します。 

 

① メッセージのツール バーの[ 添付]クリックします。 

   

 

② 表示されるダイアログ ボックスから添付するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

    

メッセージにローカル PC のファイルや別のメッセージを新規メールフォームにドラッグ アンド ドロップす

ることで、ファイルを添付することもできます。 

 

注意： 

ローカル PC のファイルのドラッグ アンド ドロップによる添付機能は、ブラウザーによっては使用できな

いことがあります。 

ｖ

ｖ 



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 33 

 

■画像を本文中に挿入する 

画像を本文中に挿入するには、メッセージ形式が HTML形式である必要があります。 

以下の手順で、画像を本文中に挿入します。 

 

① メッセージ作成フォームの[ ]クリックします。 

  

 

② 表示されるダイアログ ボックスから添付するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 
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■ファイル添付時の注意点 

＜ブロックされるファイルの拡張子＞ 

Exchange Online でブロックされるファイル拡張子の一覧は、以下の通りです。 

ファイル拡張子 

.ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .cnt, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .diagc

ab, .exe, .fxp, .gadget, .grp, .hlp, .hpj, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .jar, .jnlp, .js, .jse, .ksh, .

lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mcf, .mda, .

mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .mshxml, .msh1xml, .msh2x

ml, .msi, .msp, .mst, .msu, .ops, .osd, .pcd, .pif, .pl, .plg, .prf, .prg, .printerexport, .ps1, 

.ps1xml, .ps2, .ps2xml, .psc1, .psc2, .psd1, .psdm1, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, 

.theme, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbp, .vbs, .vsmacros, .vsw, .webpnp, .website, .ws, .wsc, .

wsf, .wsh, .xbap, .xll, .xnk 

 

＜送受信メッセージサイズの制限＞ 

メッセージのサイズは、35 MB を超過する場合は、送受信できません。 

項目 制限値 備考 

送信メッセージサイズ上限 35 MB 添付ファイルも含んだサイズ 

受信メッセージサイズ上限 35 MB 添付ファイルも含んだサイズ 
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2.3.1.2 メール送信時の設定 

2.3.1.2.1 署名設定 

署名を作成しておくことで、自分の名前や連絡先情報等の定型文をすべてのメッセージに自動的に追加

するように設定したり、個々の送信メッセージに手動で追加したりすることができます。 

Outlook on the web では、1 つのアカウントに付き、1 つの署名しか登録できません。 

また、Outlook on the web で作成した署名は、Outlook へは反映されません。両方利用する場合

は、それぞれ設定してください。 

以下の手順で、署名を作成します。 

 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

② [メール]-[レイアウト]-[メールの署名]の順にクリックします。 

[メールの署名]画面のフォームに署名を入力し、書式を設定します。 
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③ 必要に応じて[作成する新しいメッセージに自動的に署名を追加する]または[転送または返信するメ

ッセージに自動的に署名を追加する]のチェックボックスをオンにし、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

 

■メッセージの作成フォームで署名を挿入する 

① メッセージの作成フォームを開き、ツール バーの[…]-[署名を挿入]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ
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2.3.1.2.2 メッセージ形式の設定 

Outlook on the web の電子メール エディターでは、HTML 形式、テキスト形式でメッセージを送受

信することができます。 

＜メッセージ形式一覧＞ 

メッセージ形式 説明 

HTML形式(既定) Outlook on the web でメッセージを作成する場合は、既定では HTML形式が使

用されます。HTML形式では、テキストの書式設定、段落番号や行頭文字の付いた

箇条書き、テキストの配置、罫線、図(背景)、HTML スタイル、ひな型、署名および 

Web ページの機能を使用することができます。一般的な電子メール アプリケーションで

は HTML を使っているため、インターネットを使ってメッセージを送信することが多い場合

は、HTML形式の使用をお勧めします。Exchange Online を使っている社内でメッセ

ージを送信することが多い場合にも、HTML形式の使用をお勧めします。 

テキスト形式 テキスト形式は、すべての電子メール アプリケーションで使用することができます。また、

HTML形式に比べ、メッセージ サイズも大きくありません。ただし、太字、斜体、色付き

フォント等、テキストの書式設定はサポートされません。メッセージ本文に画像を直接表

示することはできませんが、画像ファイルを添付することは可能です。 

 

■メッセージ形式を変更する 

① メッセージの作成フォームで、[…]-[HTML に切り替え]または[テキスト形式に切り替え]をクリックし

ます。 

  

※テキスト形式に切り替える場合は、警告メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。 

 

ｖ

ｖ 

ｖｖ 
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また、以下の手順で、既定のメッセージ形式を変更することも可能です。 

 

■既定のメッセージ形式を変更する 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

② [メール]-[レイアウト]-[メッセージ形式]の順にクリックします。 

[メッセージ形式]画面で、[この形式でメッセージを作成する]のドロップダウンリストからメッセージ形式

を選択し、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

  

  

ｖ

ｖ 
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2.3.1.2.3 メッセージオプションの設定 

電子メールは、送信する前にさまざまなオプションを設定することができます。メッセージオプションを利用す

ることで、重要度や秘密度などを設定することができます。 

 

以下の手順で、メッセージ オプションを指定します。 

① メッセージの作成フォームで、[…]-[重要度の設定]または、[メッセージオプションの表示]をクリックし

ます。 

<重要度の設定> 

 

<メッセージ オプションの表示> 

 

オプション一覧 

オプション 説明 

重要度 重要度を設定すると、受信者はメッセージリストを確認するだけでメッセージの重要性を確認す

ることができます。重要度には[高]、[通常]、[低]の 3 種類があり、何も設定しない場合は、

[通常]が適用されます。 

秘密度 秘密度を設定すると、受信者はメッセージヘッダーを確認するだけでメッセージの秘守について判

断することができます。秘密度には、[通常](何も設定しない状態)の他、[個人用]、[親展]、

[社外秘]の 3 種類があり、用途に応じて設定することができます。秘密度が設定されたメッセ

ージは、閲覧ウィンドウのインフォメーションバーに情報が表示されます。 

配信または開封

済みメッセージを

受け取る 

[配信確認メッセージを要求する]または[開封確認メッセージを要求する]をオンにすると、メッセ

ージが配信または開封されたかどうかを確認することができます。 

ｖ

ｖｖ 

ｖ
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 返信メールを送る方法 

① 返信するメールを選択します。メール本文の[全員に返信]横の[   ]から[返信]、[全員に返

信]のいずれかをクリックします。 

 

② 右側に返信用フォームが表示されるため、本文を入力し、返信フォームの上部または、下部の

[送信]をクリックします。 

 

 

ｖ
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2.4 メールを転送する 

 選択したメールを手動で転送する方法 

 転送するメールを選択します。メール本文の[全員に返信]の横の[   ]をクリックし、[転送]をクリッ

クします。 

 

 

 右側に転送用フォームが表示されるため、転送先アドレス、本文を入力し、転送フォームの上部また

は、下部の[送信]をクリックします。 
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 転送機能を使って自動でメールを転送する方法 

■自動転送機能の制限事項について 

Office365 の自動転送機能には、いくつか制限事項があります。 

下記のケースのように、制限のため自動転送が実行されない場合でも、エラーは表示されないため、ご注

意ください。 

※ご自身が手動で個別に転送する場合は、制限を受けません。 

（1）Office365でのメールの自動転送は、1度しか実行されません。 

例：受付メールに届いたメールを個人利用メールへ自動転送する設定を行い、さらに個人利用メール 

に届いたメールをプライベートメールへ自動転送する設定を行った。すると、受付メールからの転送 

メールが個人利用メールには届くが、プライベートメールには届かない。 

 

（2）受信したメールを自動転送する宛先は、最大 10件です 

※転送設定で 11件以上の宛先を登録すると、転送設定が実行されません。 

（3）自動転送の宛先に差出人のアドレスだけが設定されている場合、自動転送されません 

 

■転送機能について 

Office365 の転送機能には 2種類の転送設定があります。 

（1）転送機能による設定 

    転送先が 1件のみの場合に利用します。手順「2.4.2.1」に沿って設定してください。 

（2）「受信トレイのルール」機能による設定 

    転送先が 2件以上の場合に利用します。手順「2.4.2.2」に沿って設定してください。 
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2.4.2.1 転送機能を使って 1件のみの転送先に転送する方法 

■説明 

・転送する宛先が 1件のみの方が対象。 

・設定は Outlook on the web で行う必要があります。 

・設定により、転送元にメールを残すか残さないかを選択できます。 

・転送先で受信するメールの差出人及び宛先は、転送元で受信したメールのまま変更されません。 

例：「office01@apu.ac.jp」の転送先に「office02@apu.ac.jp」を登録している場合、

「soushin@xxx.xxx」から「office01@apu.ac.jp」メールを送信すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

■設定手順 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

soushin@xxx.xxx 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office01@apu.ac.jp 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office02@apu.ac.jp 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

 送信  転送 
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 [メール] - [アカウント] - [転送]をクリックします。 

 

 

 まず、[転送を開始する]のラジオボタンをクリックします。次に、[メールの転送先]に転送先のアドレス

を入力し、[転送されたメッセージのコピーを保持する]を適宜設定します。 

設定に間違いなければ、[保存]をクリックします。 

※[転送されたメッセージのコピーを保持する]のチェックを付けずに保存すると、転送元にメールは残りません。チェック

を付けて保存すると、転送元にメールのコピーが残ります。ご自身の使い方に合わせて、適宜設定してください。 
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 [保存]と[破棄]の文字が黒からグレーに変われば設定完了です。設定後、画面左上の点線で囲ん

だ[オプション]をクリックすると、メール画面に戻ることができます。 

 

 

以上で、転送設定は完了です。 

設定完了後、転送が開始され、以降に受信するすべてのメッセージは転送先（マニュアルの例では[職

員 8（o365t308）]）へ転送されるようになります。 

 

2.4.2.2 転送機能を使って 2件以上の転送先に転送する方法 

■説明 

・転送する宛先が２件以上となる方が対象（最大 10件まで転送可能です）。 

・設定は Outlook on the web または Outlook（PC用）で行う必要があります。 

・転送元にメールが残ります。 

・転送先で受信するメールの差出人は、転送方法により異なります。 

 

a)転送方法を「リダイレクト」とした場合 

転送先で受信するメールの差出人及び宛先は、転送元で受信したメールのまま変更されません。 

例：「office01@apu.ac.jp」の転送先に「office02@apu.ac.jp」を登録している  場合、

「soushin@xxx.xxx」から「office01@apu.ac.jp」メールを送信すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

soushin@xxx.xxx 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office01@apu.ac.jp 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office02@apu.ac.jp 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

 送信  転送 
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b)転送方法を「転送」とした場合 

転送先で受信するメールの差出人は転送元のメールアドレス、宛先は、転送先のメールアドレスに変

更されます。 

例：「 office01@apu.ac.jp 」 の転送先に「 office02@apu.ac.jp 」 を登録している場合、

「soushin@xxx.xxx」から「office01@apu.ac.jp」メールを送信すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

本マニュアルでは、リダイレクトでの設定を例として、手順をご案内しています。 

転送による設定を行いたい場合は、以降の手順の「リダイレクト」の箇所を「転送」に読み替えて作業を進

めてください。 

＜注意＞ 

 

■設定手順 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

項番「2.4.2.1」に記載している「転送機能」で転送を開始にしている場合、「受信トレイのルー

ル」機能によるリダイレクト（転送）は実行されません。 

※「転送機能」で転送を開始している場合でも、「受信トレイのルール」にリダイレクト（転送）の設定は登録でき

てしまいます。登録してもメールはリダイレクト（転送）されず、エラー表示も出ませんので、必ず、「転送機能」

で転送が停止になっていることを確認してください。 

soushin@xxx.xxx 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office01@apu.ac.jp 

差出人：soushin@xxx.xxx 

宛先: office01@apu.ac.jp 

office02@apu.ac.jp 

差出人：office01@apu.ac.jp  

宛先: office02@apu.ac.jp 

 送信  転送 
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 [メール] - [自動処理] - [受信トレイと一括処理ルール]をクリックします。 

 

 

 [＋]をクリックして、ルールを追加します。 
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 「名前」を入力し、「条件」の設定をします。 

※「名前」は任意で入力し、「条件」を選択します。 

※以下の例では、名前を「リダイレクト設定」、条件を「すべてのメッセージに適用」にしています。 

   

 

 [次のすべてを実行する]より、[転送、リダイレクト、または送信]を選択して、[メッセージを次へリダイレ

クトする]を選択します。 

 

リダイレクト設定

設

定 

 

リダイレクト設定 
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 「メッセージを次へリダイレクトする…」の右側をクリックして、カーソル（｜）を点滅させリダイレクト先ア

ドレスを直接入力し、[保存]をクリックします。（複数入力可） 

※以下の例では、リダイレクト先アドレスに「職員 8（o365t308）」を設定しています。 

 

 

 最後に、必要に応じて[以降のルールは処理しない]を設定し完了です。自分が設定した内容に間

違いがないか再度確認し、[OK]をクリックしてください。 

※転送設定を含め、「受信トレイのルール」に 2 つ以上のルールを登録する場合、ルール間の優先順および「以降の

ルールは処理しない」の設定により処理結果が変わります。詳しくは項番「2.5.4」をご確認ください。 

 

 

 

 

この欄にカーソルを入れ、アドレスを直接入力してください。 
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 受信トレイのルール一覧に、設定したルールが表示されているか確認します。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、メール画面に戻ることができます。 

 

 

以上で、リダイレクト設定は完了です。 

設定完了後、転送が開始され、以降に受信するすべてのメッセージは転送先（マニュアルの例では職員

8[o365t308]）へ転送されるようになります。 
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2.5 メールを整理する 

 メールの削除方法 

 削除対象のメールを選択し、[削除]をクリックし削除します。 

また、削除対象のメールにマウスオーバーすることで表示される[   ]をクリックする方法でも削除でき

ます。 

 

 

 また、削除したいメールを複数選択し、一度に削除する場合は、[Shift]キーまたは、[Ctrl]キーとク

リックで複数選択し、閲覧ウィンドウの[削除]をクリックします。 

 

 

 削除したメールは、「削除済みアイテム」へ移動します。 

削除対象のメールにマウスオー

バーすると表示されます。 
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メモ： 

メール削除後のアクションを設定することができます。画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックし、[メ

ール]-[自動処理]-[メッセージ オプション]の順にクリックします。表示されたメッセージオプションから、

[アイテムの移動/削除後に実行するアクション]より、[前のアイテムを開く]または、[次のアイテムを開

く]を設定することができます。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

■削除済みアイテム フォルダー 

削除したアイテムは、削除済みアイテムフォルダーにいったん移動されます。削除済みアイテムフォルダーは

空にするまでアイテムを保持します。時間が経つにつれ、削除済みのアイテムフォルダーの内容が、データ 

ファイルの記憶域やメールアカウントの記憶域のかなりの部分を使用するようになることがあります。 

削除済みアイテムフォルダーを自動的に空にする 

削除済みアイテムフォルダーは、自分で空にすることなく、自動的に空にするように設定することができま

す。終了時に削除済みアイテムフォルダーを空にするよう設定すると、自動的に削除する前に確認メッセー

ジが表示されます。 

以下の手順で、削除済みアイテムフォルダーを自動的に空にします。 

① 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 
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② [メール]-[自動処理]-[メッセージ オプション]の順にクリックします。 

[メッセージ オプション]画面で[サインアウトするときに削除済みアイテムフォルダーを空にする]のチェッ

クボックスをオンにし、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

 

削除済みアイテム フォルダーを手動で空にする 

① [削除済みアイテム]を右クリックし、[フォルダーを空にする]をクリックします。 

 

 

② 確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。 
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削除済みアイテムフォルダーから削除したアイテムを復元する 

削除済みアイテムフォルダーから削除を行ったアイテムに対して復元する手順です。 

＜注意＞ 

① [削除済みアイテム]を右クリックし、[削除済みアイテムの回復]をクリックします。 

 

② [削除済みアイテムの回復]の一覧で復元するアイテムを選択し、画面上部の[回復]をクリックしま

す。 

 

③ 確認メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。 

 

削除済みアイテムフォルダーから削除を行ったアイテムは、「14日後」には完全削除され、下記

の手順でも復元することはできなくなります。 
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 サブフォルダーの作成方法 

Outlook on the web では、新しいフォルダーを作成してメールを分類することができます。サブフォルダ

ーは、自分のメールボックスに作成することができます。 

※サブフォルダーとはフォルダーの中に作成したフォルダーを指します。 

 

以下の手順で、新しいサブフォルダーを作成します。 

① サブフォルダーを作成するフォルダーを右クリックし、[新しいサブフォルダーを作成]をクリックします。たと

えば、受信トレイにサブフォルダーを作成しメッセージを分類するには、[受信トレイ]を右クリックし、[新

しいサブフォルダーを作成]をクリックします。 

 

 

② 表示されたフォームに任意のフォルダ－名を入力し、[Enter]キーを押します。 
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 メールを移動／コピーする方法 

■メールを移動する方法 

 移動するメールを選択します。マウスの右クリックメニューまたは、メニューバーより[移動]-[別のフォルダ

ーへ移動]をクリックします。 

 

 

 移動先のフォルダーを選択し、[移動]をクリックします。 

※例では「会議用」フォルダーを選択しています。 

 

 

メモ： 

メール移動後のアクションを設定することができます。画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックし、[メ

ール]-[自動処理]-[メッセージオプション]の順にクリックします。表示されたメッセージオプションから、

[アイテムの移動/削除後に実行するアクション]より、[前のアイテムを開く]または、[次のアイテムを開

く]を設定することができます。 

移動対象のメール上で右クリック 
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※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

 

 

■メールをコピーする方法 

 コピーするメールを選択します。マウスの右クリックメニューまたは、メニューバーより[移動]-[別のフォル

ダーへ移動]をクリックします。 

 

 コピー先のフォルダーを選択し、「このアイテムを選択したフォルダーへコピー」を選択した上で、[コピー]

をクリックします。 

※例では「会議用」フォルダーを選択しています。 

 

移動対象のメール上で右クリック 
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 受信メールを自動で振り分ける方法 

ルールを使用すると、電子メールメッセージを送受信する際に、差出人や宛先、件名などから指定した条

件に一致する電子メールメッセージを任意のフォルダーに移動したり、任意のメールアドレスに転送すること

が可能です。 

 

■受信トレイのルールを設定する際の注意点 

複数の振り分けルールを設定した場合の動作について 

受信トレイのルールで複数の振り分けルールを設定した場合、新たに受信したメールに対し、下図矢印で

示すように上のルールから順番に処理されます。必要に応じて順番を入れ替えてください。 

順番は振り分けルールを選択した状態で「↑」もしくは「↓」をクリックすることで入れ替わります。入れ替え

た後は[保存]をクリックし、設定を反映させます。 

 

 

メモ： 

作成した受信トレイのルールは、下図のアイコンから編集または、削除することができます。 

 

 

 

振り分けルールの順番を変更した場合は、

[保存]をクリックし、設定を反映させます。 

ゴミ箱アイコンから削除することができます。 

鉛筆アイコンから編集することができます。 
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「以降のルールは処理しない」 設定によるルール処理の制御について 

※「以降のルールは処理しない」設定の有効／無効の切替えについては、項番「2.5.4.1」の各手順を

ご確認ください。 

「以降のルールは処理しない」設定を有効にしている場合、その振り分けルールの条件に合致したメールに

対して、それより下位の振り分けルールによる処理を実行しません。 

逆に設定を無効にしている場合は、その振り分けルールの条件に合致したメールに対して、それより下位

の振り分けルールによる処理を実行します。 

その場合、1通のメールに対して複数の振り分けルールが実行されることになります。 

その結果、同じメールが複数のフォルダに保存される場合もありますので、設定の際はご注意ください。 

「仕分けルールの処理を中止する」を有効にした場合と無効にした場合のそれぞれの動作は以下の例

１、例 2 のようになります。 

 

（例 1） 「以降のルールは処理しない」を有効にした場合 

振り分けルールに以下のルールを設定し、件名が「業務会議のお知らせ」というメールを受信した場合 

※ルール 1はルール 2 より上位に設定しています。 

＜ルール 1＞ 

・件名に「業務会議」が含まれる場合、「業務会議」フォルダーにメールを移動する。 

・「以降のルールは処理しない」を設定する。（有効に設定） 

＜ルール 2＞ 

・件名に「お知らせ」が含まれる場合、「お知らせ」フォルダーにメールを移動する。 

 

この場合、ルール 1 により「業務会議」フォルダーに振り分けられた後、ルール 1で「以降のルールは処理

しない」を有効に設定しているため、以降のルール 2 の処理を実行せず振り分け処理は終了します。 

 

＜ルール 1の「以降のルールは処理しない」を有効にしている場合＞ 

 

 

         

   

   

 

   

 

 

 

ルール 1 により、 

「業務会議」フォルダーに移動されたメールが１通 

上位のルール 1で「以降のルールは処理しない」

を有効にしているため、振り分け処理は終了し、

下位のルール 2の処理を実行しません。 

「業務会議」フォルダーへ移動 

メールを受信する 

ルール 1 

処理終了 
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（例 2） 「以降のルールは処理しない」を無効にした場合 

振り分けルールに以下のルールを設定し、件名が「業務会議のお知らせ」というメールを受信した場合 

※ルール 1はルール 2 より上位に設定しています。 

＜ルール 1＞ 

・件名に「業務会議」が含まれる場合、「業務会議」フォルダーにメールを移動する。 

・「以降のルールは処理しない」は設定しない。（無効に設定） 

＜ルール 2＞ 

・件名に「お知らせ」が含まれる場合、「お知らせ」フォルダーにメールを移動する。 

 

この場合、ルール 1 により「業務会議」フォルダーに振り分けられた後、ルール 1で「以降のルールは処理

しない」を無効に設定しているため、さらに後続するルール 2の処理を実行し、「お知らせ」フォルダーにも

振り分けられます。 

よって、「業務会議」「お知らせ」の両フォルダーに 1通ずつ当該メールが存在することとなります。 

＜ルール 1の「以降のルールは処理しない」を無効にしている場合＞ 

 

 

         

ルール 1 

   

            

ルール 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

メールを受信する 

「業務会議」フォルダーへ移動 

「お知らせ」フォルダーへ移動 

処理終了 

 

ルール 1 により、 

「業務会議」フォルダーに移動されたメールが１通 

「業務会議」フォルダーへの移動が終わっても再

度、当該メールに対してルール２の処理を実行し

ます。よって、「お知らせ」フォルダーにもメールが１

通、存在することとなります。 
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2.5.4.1 条件と処理を登録して振り分ける方法 

新しい振り分けルールを作成するには、受信トレイと一括処理ルールを使用します。 

なお、以下の手順では代表的な設定例をもとに操作方法を説明しています。他の条件や処理を設定す

る場合は以下の手順を参考にして設定してください。 

代表的な振り分けルールの作成例 

・特定の差出人から受信したメールを特定のフォルダーに振り分ける･･･項番「2.5.4.1.1」へ 

・件名に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける･･･項番「2.5.4.1.2」へ 

・本文に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける･･･項番「2.5.4.1.3」へ 

・件名に特定の単語を含むメールの内、特定の差出人以外からのメールを特定のフォルダーに振り分け

る･･･項番「2.5.4.1.4」へ 

 

2.5.4.1.1 特定の差出人から受信したメールを特定のフォルダーに振り分ける方法 

 

例として、差出人「立命 太郎」から受信したメールを「会議用」フォルダーに振り分ける設定をご案内しま

す。 

※事前に移動先のフォルダーを作成しておくとスムーズに設定できます。 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 
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 [メール]-[自動処理]-[受信トレイと一括処理ルール]の順にクリックします。 

[受信トレイのルール]画面で、[＋]をクリックします。 

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面で、[名前]欄に任意のルール名を入力します。 

※例では、「特定の差出人から受信したメールを特定のフォルダーに振り分ける」を設定しています。 

 [メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべて満たす場合]欄をクリックし、 [送信または受

信した場合]-[差出人...]の順にクリックします。 

   

④ 

③ 
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 「個人用の連絡先」画面が表示されるので、設定するアドレス右横の「+」のクリックにて設定し、

[保存]をクリックしてください。 

※例では、差出人に「立命 太郎」を設定しています。 

 

 

メモ： 

連絡先に登録されていない場合は、[次から受信した場合...]欄に直接メールアドレスを入力し、表

示された[このアドレス o365t310@apu.ac.jp を使用]をクリックし、確定します。 

※例では、差出人に「o365t310@apu.ac.jp」を設定しています。 
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 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべ

て満たす場合]に、指定したアドレスが表示されたことを確認して下さい。 

 

 

 「次のすべてを実行する」欄をクリックし、[移動、コピー、または削除]-[メッセージを次のフォルダーに

移動する...]の順にクリックします。すると「フォルダーの選択」画面が表示されるため、移動先のフォル

ダーを指定し[OK]をクリックしてください。 

※例では、「会議用」フォルダーを選択しています。 
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 最後に、必要に応じて[以降のルールは処理しない]を設定し完了です。自分が設定した内容に間

違いがないか再度確認し、[OK]をクリックしてください。 

※「以降のルールは処理しない」の機能については項番「2.5.4 「以降のルールは処理しない」 設定によるルール処

理の制御について」を参照してください。 

 

 

 設定した内容が反映されていることを確認します。 

 

 

以上で、差出人「立命 太郎」から受信したメールを「会議用」フォルダーに移動する振り分けルールが設

定できました。 
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2.5.4.1.2 件名に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける方法 

例として、件名に「会議」という単語が含まれているメールを「会議用」フォルダーに振り分ける設定をご案

内します。 

※事前に移動先のフォルダーを作成しておくとスムーズに設定できます。 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

 [メール]-[自動処理]-[受信トレイと一括処理ルール]の順にクリックします。 

[受信トレイのルール]画面で、[＋]をクリックします。 
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 「新しい受信トレイ ルール」画面で、[名前]欄に任意のルール名を入力します。 

※例では、「件名に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける」を設定しています。 

 

 [メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべて満たす場合]欄をクリックし、[次の単語が含 

まれている場合]-[件名内...]の順にクリックします。すると[単語または語句の指定]画面が表示され

るため、指定する単語または語句を入力し、[OK]をクリックします。 

※例では、指定する単語に「会議」を追加しています。 

 

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべ

て満たす場合]に、指定した単語または語句が、表示されたことを確認して下さい。 

 

 

指定したい単語または語句を入力

し、[+]をクリックして追加します。 

④ 

③ 
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 「次のすべてを実行する」欄をクリックし[移動、コピー、または削除]-[メッセージを次のフォルダーに移

動する...] の順にクリックします。すると「フォルダーの選択」画面が表示されるため、移動先のフォルダ

ーを指定し[OK]をクリックしてください。 

※例では、「会議用」フォルダーを選択しています。 

 

 

 最後に、必要に応じて[以降のルールは処理しない]を設定し完了です。自分が設定した内容に間

違いがないか再度確認し、[OK]をクリックしてください。 

※「以降のルールは処理しない」の機能については項番「2.5.4 「以降のルールは処理しない」 設定によるルール処

理の制御について」を参照してください。 
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 設定した内容が反映されていることを確認します。 

 

 

以上で、件名に「会議」を含むメールを「会議用」フォルダーに移動する振り分けルールが設定できました。 
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2.5.4.1.3 本文に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける方法 

例として、本文に「会議」という単語が含まれているメールを「会議用」フォルダーに振り分ける設定をご案

内します。 

※事前に移動先のフォルダーを作成しておくとスムーズに設定できます。 

 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

 [メール]-[自動処理]-[受信トレイと一括処理ルール]の順にクリックします。 

[受信トレイのルール]画面で、[＋]をクリックします。 
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 「新しい受信トレイ ルール」画面で、[名前]欄に任意のルール名を入力します。 

※例では、「本文に特定の単語が含まれるメールを特定のフォルダーに振り分ける」を設定しています。 

 

 [メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべて満たす場合]欄をクリックし、[次の単語が含

まれている場合]-[本文内...]の順にクリックします。すると[単語または語句の指定]画面が表示され

るため、指定する単語または語句を入力し、[OK]をクリックします。 

※例では、指定する単語に「会議」を追加しています。 

  

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべ

て満たす場合]に、指定した単語または語句が、表示されたことを確認して下さい。 

 

 

 

 

指定したい単語または語句を入力

し、[+]をクリックして追加します。 

③ 

④ 
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 「次のすべてを実行する」欄をクリックし[移動、コピー、または削除]-[メッセージを次のフォルダーに移

動する...] の順にクリックします。すると「フォルダーの選択」画面が表示されるため、移動先のフォルダ

ーを指定し[OK]をクリックしてください。 

※例では、「会議用」フォルダーを選択しています。 

 

 

 最後に、必要に応じて[以降のルールは処理しない]を設定し完了です。自分が設定した内容に間

違いがないか再度確認し、[OK]をクリックしてください。 

※「以降のルールは処理しない」の機能については項番「2.5.4 「以降のルールは処理しない」 設定によるルール処

理の制御について」を参照してください。 
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 設定した内容が反映されていることを確認します。 

 

 

以上で、本文に「会議」を含むメールを「会議用」フォルダーに移動する振り分けルールが設定できました。 
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2.5.4.1.4 件名に特定の単語を含むメールの内、特定の差出人以外からのメールを特定のフ

ォルダーに振り分ける方法 

例として、件名に「会議」を含むメールの内、差出人が「立命 太郎」以外からのメールを「会議用」フォル

ダーに振り分ける設定をご案内します。 

※事前に移動先のフォルダーを作成しておくとスムーズに設定できます。 

 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 

 

 

 [メール]-[自動処理]-[受信トレイと一括処理ルール]の順にクリックします。 

[受信トレイのルール]画面で、[＋]をクリックします。 
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 「新しい受信トレイ ルール」画面で、[名前]欄に任意のルール名を入力します。 

※例では、「件名に特定の単語を含むメールの内、特定の差出人以外からのメールを特定のフォルダーに振り分ける」

を設定しています。 

 

 [メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべて満たす場合]欄をクリックし、[次の単語が含 

まれている場合]-[件名内...]の順にクリックします。すると[単語または語句の指定]画面が表示され

るため、指定する単語または語句を入力し、[OK]をクリックします。 

※例では、指定する単語に「会議」を追加しています。 

 

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[メッセージを受信し、そのメッセージが次の条件をすべ

て満たす場合]に、指定した単語または語句が、表示されたことを確認して下さい。 

 

 

指定したい単語または語句を入力

し、[+]をクリックして追加します。 

④ 

③ 
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 「次のすべてを実行する」欄をクリックし、[移動、コピー、または削除]-[メッセージを次のフォルダーに

移動する...] の順にクリックします。すると「フォルダーの選択」画面が表示されるため、移動先のフォ

ルダーを指定し[OK]をクリックしてください。 

※例では、「会議用」フォルダーを選択しています。 

 

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[次のすべてを実行する]に、指定したフォルダーが、表

示されたことを確認して下さい。 
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 [次のいずれかの条件を満たす場合は除く]から、[例外の追加]をクリックします。表示されたプルダウ

ンにて、[送信または受信した場合]-[差出人...]の順にクリックします。 
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 「個人用の連絡先」画面が表示されるので、設定するアドレス右横の「+」をクリックするか、連絡先に

登録されていない場合は、[次から受信した場合...]欄に直接メールアドレスを入力し、[保存]をクリ

ックしてください。 

※例では、差出人に「立命 太郎」を設定しています。 

 

 

 「新しい受信トレイ ルール」画面に戻るので、[次のいずれかの条件を満たす場合は除く]に、指定し

たアドレスが表示されたことを確認して下さい。 
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 最後に、必要に応じて[以降のルールは処理しない]を設定し完了です。自分が設定した内容に間

違いがないか再度確認し、[OK]をクリックしてください。 

※「以降のルールは処理しない」の機能については項番「2.5.4 「以降のルールは処理しない」 設定によるルール処

理の制御について」を参照してください。 

 

 

 設定した内容が反映されていることを確認します。 

 

 

以上で、件名に「会議」を含むメールの内、差出人が「立命 太郎」以外からのメールを「会議用」フォルダ

ーに移動する振り分けルールが設定できました。 
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2.5.4.2 メッセージに基づいた自動メッセージ振り分け設定を用いて振り分ける方法 

ルールは、受信したメッセージの情報を基にして作成することもできます。差出人や件名など、メッセージに

基づいてあらかじめ設定された条件から作成することが可能です。 

以下の手順で、メッセージに基づいたルールを作成します。 

 

 メッセージを右クリックし、[ルールの作成...]をクリックします。 

 

 

 ルールの内容を入力または選択し、[OK]をクリックします。 
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3. 連絡先 

Outlook on the web では、連絡先の一覧と詳細情報を管理する[連絡先]ビューが用意されていま

す。[連絡先]ビューは、ユーザーの Outlook プロファイルの連絡先カードが表示され、ソーシャルネットワー

クから連絡先を取り込むこともできます。また、同一人物に関する複数の連絡先からの情報を連絡先カー

ドの単一のビューにまとめることもできます。一般的な連絡先情報に加えて、ユーザーは自分が特定のソー

シャルネットワークで特定の相手と友人になっている場合や、自分のパブリックソーシャルネットワークが更新

された場合に、自分が参加しているソーシャルネットワークからその相手のソーシャルネットワークの更新情

報を表示することもできます。 

3.1 連絡先の画面を開く 

 連絡先の画面を開く方法 

連絡先を表示するには、左下の 人型のアイコン をクリックします。 
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 基本画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新規作成ボタン 

新しい連絡先を作成するには、[新規作成] 

をクリックします。 

連絡先情報 

すべての場所の連絡先情報を検

索できます。 

連絡先一覧 

現在のフォルダー内のすべての連

絡先が一覧表示されます。 

今日会う予定の連絡先 

[予定表]と連動しており、今日会う予定の相手と今日

の業務内容を確認できます。 

お気に入り 

好きな連絡先を登録することができます。登

録すると、その連絡先にすばやくアクセスするこ

とができます。 

閲覧ウィンドウ 

選択した人の連絡先カードが

表示されます。 

検索ボックス 

キーワードを入力して、自分の連絡先および組

織のディレクトリから検索します。 

対応が必要な連絡先候補 

フラグ付きのアイテムや@メンションの付いたメッセージ

と、最も頻繁に連絡を取り合う連絡先からの未読の

メッセージを見つけることができます。 

よく利用する連絡先 

連絡を取り合うユーザーの最新の通信と

更新情報を確認できます。 
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3.2 連絡先を管理する 

連絡先には、個人の情報、所属する企業の情報、所属する企業での役割等の情報が登録できる他、

他のアイテム（予定やタスクなど）をリンクすることによって、連絡先を基にした個人情報データベースを作

成し、有効的に活用することができます。 

 

 連絡先 

3.2.1.1 連絡先の追加方法 

■新しい連絡先を作成する 

① 画面左上の[新規作成]をクリックします。 
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② 空白の連絡先フォームへ必要に応じて詳細情報を入力します。 

なお、連絡先の登録は、メールアドレスだけでも登録可能ですが、連絡先一覧から識別しやすくする

ため、姓、名、表示名の入力を推奨いたします。 

[連絡先の追加]画面の各項目の[＋]アイコンをクリックすると、その種類の情報に関する他のオプショ

ンが表示され、入力できるようになります。 

連絡先に登録する情報が入力できたら、[保存]をクリックします。 

 

 

▼メールアドレスのみ入力した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼メールアドレス、姓、名、表示名を入力した場合 
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■メッセージから連絡先を作成する 

送受信メッセージの宛先を連絡先として保存することで、メールアドレスや表示名等の情報を入力せずに

そのまま利用することができます。 

以下の手順で、受信メッセージの宛先を連絡先に追加します。 

 

① メール画面からメッセージを表示します。マウスでカーソルを名前の上に重ね、連絡先カードを表示し

ます。 

 

 

② 「   」をクリックし、[連絡先に追加]をクリックします。 
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③ 基本情報が入力された新しい連絡先フォームが表示されます。必要に応じて情報を追加し、[保存]

をクリックします。 

 

3.2.1.2 連絡先の利用方法 

 メール作成画面にて、[宛先]をクリックします。 

 

連絡先一覧から宛先に追加する連絡先の右の「+」をクリックすることで宛先に追加されます。 

また、2件以上追加する場合は続けて追加する連絡先の右の「+」をクリックすることで宛先に追加さ

れます。

 

連絡先の右の「+」をクリックす

ると宛先に追加されます。 
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 [保存]をクリックします。 

    

 

 メール作成画面に戻るので、必要な連絡先が設定されていることを確認します。 
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3.2.1.3 連絡先の削除方法 

 削除対象の連絡先を選択し、[削除]をクリックします。 

 

 

 削除対象の連絡先を確認し、[削除]をクリックします。削除した連絡先は、[削除済みアイテム]へ移

動します。 
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 連絡先リスト 

連絡先リストは、複数の電子メールアドレスを 1 つにまとめたアイテムです。部署やプロジェクトチームなど、

組織内外の複数の連絡先へ 1度にメッセージを送信する場合に利用します。 

なお、下図のグループ機能によるメールアドレスのグループ分けは利用できません。 

 

 

 

3.2.2.1 連絡先リストの追加方法 

連絡先リストは、2通りの作成方法があります。必要に応じて使い分けてください。 

連絡先リスト作成方法 

■連絡先リストを作成し、メンバーを追加する方法・・・項番「3.2.2.1.1」へ 

■追加するメンバーを選択してから連絡先リストを作成する方法・・・項番「3.2.2.1.2」へ 

 

 

 

 

「グループ機能」によるメールアドレスのグループ

分けは利用できません。 



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 90 

 

3.2.2.1.1 連絡先リストを作成し、メンバーを追加する方法 

① [新規作成]の右の[矢印    ]-[連絡先リスト]をクリックします。 

 

② [リスト名]に任意の名前を、[メンバーの追加]にメールアドレスを入力し、[Enter]を押下して追加し

ます。2人目以降も同様に[メンバーの追加]にメールアドレスを入力し、メンバーを追加します。 

すべてのメンバーが追加できれば[保存]をクリックします。 

※例ではリスト名に「情報基盤課」、メンバーを「test08@xxx.ritsumei.ac.jp」に設定しています。 

 

③ 連絡先一覧に連絡先リストが作成されたことを確認します。 

 

作成したリストを選択すると、登録

されているメンバーが表示されます。 
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3.2.2.1.2 追加するメンバーを選択してから連絡先リストを作成する方法 

 連絡先の一覧から連絡先リストに登録するメールアドレスをクリックしてチェックを入れます。 

 

 ［リスト］をクリックし、［新しい連絡先リスト］を選択します。任意のリスト名を入力し Enter を押

下します。 

※例ではリスト名に「情報基盤課」を設定しています。 

 

 

 連絡先一覧に連絡先リストが作成されたことを確認します。 

 作成したリストを選択すると、登録

されているメンバーが表示されます。 



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 92 

 

3.2.2.2  連絡先リストの利用方法 

■連絡先リストの全メンバーにメールを送信する方法 

 メール作成画面にて、[宛先]をクリックします。 

 

 

② 連絡先一覧から宛先に追加する連絡先リスト右側の「+」をクリックし、宛先に追加します。 

※例では連絡先リスト「情報基盤課」を宛先に追加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先リスト右の「+」をクリッ

クすると宛先に追加されます。 
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③ メール作成画面に戻るので、追加した連絡先リストが設定されていることを確認します。 

 

■連絡先リストから一部のメンバーのみを指定して送信する方法 

 メール作成画面にて、[宛先]をクリックします。 

 

 連絡先一覧から宛先に追加する連絡先リスト右側の「+」をクリックし、宛先に追加します。 

※例では連絡先リスト「情報基盤課」を宛先に追加しています。 

    

連絡先リスト右の「+」をクリッ

クすると宛先に追加されます。 
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 宛先欄に追加された連絡先リスト左側に表示される「+」をクリックすると、リストに登録されているアド

レスが 1件ずつ表示されます。 

    

    

 表示されたメールアドレスのうち、宛先から除外するメールアドレス右側の「×」をクリックして宛先欄か

ら削除し、[保存]をクリックします。 

    

    

 

 メール作成画面に戻るので、必要なメンバーが設定されていることを確認します。 

    

  



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 95 

 

3.2.2.3 連絡先リストの編集方法 

 編集対象の連絡先リストを選択し、[編集]をクリックします。 

※例では連絡先リスト「情報基盤課」を選択しています。 

 

 

 表示された編集フォームから、各種項目を編集できます。編集が完了したら、[保存]をクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

リスト名の編集 
メールアドレスを入力し

ENTER キーを押下して

メンバーを追加 

[×]をクリックし、不要な

メンバーを削除 
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3.2.2.4 連絡先リストの削除方法 

 削除対象の連絡先リストを選択し、[削除]をクリックします。 

 

 

 削除対象の連絡先リストを確認し、[削除]をクリックします。なお、連絡先リストに追加したメンバー

は、削除されません。 
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4. 予定表 

予定表は、自分のスケジュール、ネットワーク経由でのグループのスケジュールやチームメンバーのスケジュー

ルを管理することができます。また、連絡先、受信トレイなどと連携することで、業務を効率的に管理する

ことが可能です。 

ここでは、予定表の基本操作について説明します。 

 

4.1 予定表の画面を開く 

 予定表の画面を開く方法 

予定表を表示するには、左下の予定表のアイコン をクリックします。 
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 基本画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツールバー 

予定表の新規作成、追加、共有、

印刷が選択できます。 

カレンダーナビゲーター 

予定表を使用し、日付間をナビゲートします。網かけ部分は、

現在表示されている週を示します。網かけの色が濃い日付

は、今日の日付です。 

タイムテーブル 

予定表が表示されるメインウィンドウ。このウ

ィンドウ内の空白部分をダブルクリックする

と、新しい予定表アイテムを作成します。ま

たは、クリックしてドラッグし、指定時間に新

しいアイテムを作成します。 

個人の予定表、その他の予定表 

同時に複数の予定表を表示することができます。ここでは、特定のプロジェクト専

用の予定表や、個人の予定を管理するための予定表等、その他の予定表を作

成します。また、他のユーザーの予定表を追加し、どれを表示するかを選択すること

もできます。複数の予定表を表示するよう選択した場合は、予定表は 1 つのビュ

ーに集約され、それぞれの予定表は色分けで表示されます。 

検索ボックス 

キーワードを入力して予定を

検索することができます。 



 

 APU メールを Web ブラウザから利用する方法（個人メール編） 

 

             Copyright (C) SoftBank Technology Corp. All rights reserved. 99 

 

 基本画面からレイアウトを変更する方法 

予定表では、必要に応じて表示方法を変更し、見やすく一覧にして確認することができます。予定表の

表示方法の種類には、表示日数の変更があります。 

 

① 画面上部から[日]、[稼働日]、[週]、[月]のいずれかを選択します。 

  

 

② 表示形式が変更されます。 

<日>    <稼働日> 

.  

<週>    <月> 

.  
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■カレンダーナビゲーター 

カレンダー ナビゲーターは、目的の日、稼働日、週、および月の予定を効率よく表示させるためのツールで

す。 

 

カレンダーナビゲーターの年月を移動する 

目的の日付がカレンダー ナビゲーターに表示されていない場合は、年月表示部分の左右にある矢印（

または  ）をクリックして月を移動し、対象の日をクリックします。 

 

 

また、カレンダー ナビゲーターの年月表示部分をクリックすると、表示中の年の月が一覧として表示されま

す。そのまま目的の月をクリックすることで、表示を切り替えることもできます。 
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4.1.3.1 稼動日時の設定方法 

Outlook on the web では、稼働日に含める曜日、稼働日の開始時刻と終了時刻、週の開始日

(曜日)は、業務に合わせて自分で変更することができます。 

 

■稼動日と稼働時間を変更する 

予定表の稼動日や稼働時間の表示は、自分の業務時間に合わせて設定できます。 

以下の手順で、稼働日と稼働時間を変更します。 

 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします。 
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 [予定表]-[予定表のデザイン]の順にクリックします。 

[予定表のデザイン]画面で、稼働日または稼働時間を変更し、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 

  

 

設定一覧 

設定 説明 

稼働日を次のように表

示する 

予定表で稼働日単位の表示を選択したときに表示される曜日を選択します。 

稼働時間を設定します 予定表上では非稼働時間は暗い色で表示されます。 

月単位の表示に週番号

を表示する 

月単位の予定表の表示で週番号を表示する場合に選択します。 

次を週の最初の曜日と

して表示 

ここで選択した曜日が、週の最初の曜日として表示されます。 

時間の表示間隔 ここでは、予定表に表示される時間の間隔を設定します。オプションボタンを使用し

て、15 分間隔または 30 分間隔を選択します。 
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4.1.3.2 タイムスケール（時間単位）の設定方法 

タイムスケールとは、予定表に表示されるグリッドで、予定を表示するための時間軸として使用しています。

既定では、タイムスケールは 30分の時間間隔に設定されています。この間隔は、15 分単位に設定す

ることもできます。 

以下の手順で、タイムスケールを変更します。 

 画面上部の[ ]-[メール]の順にクリックします 

 

 

 [予定表]-[予定表のデザイン]の順にクリックします。 

[予定表のデザイン]画面で、[時間の表示間隔]から単位を選択し、[保存]をクリックします。 

※設定後、画面左上の点線で囲んだ[オプション]をクリックすると、元の画面に戻ることができます。 
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4.2 予定を管理する 

■予定表の操作 

予定表を使用して、次の操作を実行することができます。 

操作一覧 

操作 説明 

予定とイベントを作

成する 

手帳に予定を書き込むのと同じように、Outlook on the web の予定表をクリックして

入力します。予定、会議、イベントを忘れないためにアラームやメッセージを設定したり、

一目でわかるようにアイテムを色別に表示したりすることもできます。 

会議を開催する 時刻を選択して予定を作成し、出席者を選択します。Outlook on the web では、

すべての出席者が空いている、一番早い時間を簡単に見つけることができます。出席者

に会議の通知を電子メールで送信すると、各出席者の受信トレイに会議出席依頼が届

きます。出席者はこれを開き、会議が出席者の予定表に入っている既存アイテムと重複

するかどうかが通知され、出席者はボタンをクリックして、会議を承諾するか、仮の予定とし

て承諾するか、または辞退することができます。開催者は会議を開くだけで、誰が承諾し

たか、辞退したか、返答がないか、または別の日時を指定したかを確認することができま

す。 

グループ スケジュー

ルを表示する 

人またはリソースのグループの予定を同時に表示する予定表を作成することができます。

たとえば、自分が所属する部門のすべてのメンバー、または社内の会議室などすべてのリ

ソースの予定を表示し、会議の開催予定を迅速に決定することができます。 

■予定表のアイテムの種類 

予定表に表示されるアイテムには、予定、会議、イベントの 3 つがあります。 

アイテム一覧 

アイテム 説明 

予定 予定とは、他のメンバーを必要としない活動を指します。アラームを設定して自分の予定

を確認するメッセージを表示させる、または[予定あり]、[空き時間]、[仮の予定]、[外

出中]等の予定の公開方法を設定し、自分の予定表が他のユーザーに対してどのように

表示されるかを指定する等の操作が実行できます。毎週、毎月等の一定の間隔で繰り

返し行われる予定は、定期的な予定として管理します。予定は、日単位、週単位、また

は月単位で表示されます。 

予定は、自分の予定表に設定します。他のユーザーの予定表へのアクセス権を取得する

と、そのユーザーの予定表に予定を直接設定したり、設定されている予定を変更したりす

ることもできます。また、予定は非公開にもできます。 
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アイテム 説明 

会議 会議は、他のスタッフやリソースを必要とする活動を指します。社内またはインターネット上

に利用できるシステムがあれば、オンライン会議も設定できます。 

会議を設定する場合は、出席者、確保するリソース、および会議の時間を指定します。

会議出席依頼への返信は受信トレイに表示されます。出席依頼を受け取った出席者

が、他の出席者の予定をチェックして別の時間帯を提案することもできます。既に設定さ

れている会議に出席者を追加したり、会議の設定を変更したりすることもできます。 

イベント イベントは、24 時間以上続く活動を指します。たとえば、展示会、休暇、セミナーなどは

イベントが該当します。イベントは、予定表の時間枠の部分には表示されず、見出しに表

示されます。予定表を他のユーザーが参照した場合、1 日中続く予定は "予定あり" と

して表示されますが、イベントは "空き時間" として表示されます。 

通常のイベントは 1 回しか行われず、1 日または数日間続きます。 

 予定の登録方法 

予定とは、予定表で管理する項目のうち、他のメンバーへの出席依頼やリソースの予約が必要なく、終日

ではないアイテムのことを指します。 

以下の手順で、予定を作成します。 

 画面上部の[新規作成]をクリックします。 

 

 

 [イベントのタイトルを追加]フォームにに予定の件名を入力し、[開始]また[終了]から予定の時間を

指定します。[保存]をクリックします。 
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項目一覧 

項目 説明 

イベント 予定のタイトルを入力します。入力する内容は後で判断しやすいようにわかりやすいもの

にしておくことをお勧めします。 

場所 予定が行われる場所を入力します。 

開始 予定の開始日を選択または入力します。 

 

開始時刻 予定の開始時間を選択または入力します。終日イベントの場合は、[終日]にチェックを

入れます。 

 

終了 予定の終了日時を選択または入力します。 

 

終了時刻 予定の終了時間を選択します。 
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項目 説明 

公開方法 予定表を共有している場合は、どのように予定を公開するかを指定することができます。

ただし、予定の詳細まで公開されるわけではありません。 

 

アラーム 何分前にアラームを表示するか指定することができます。アラームを設定しない場合は、

[なし]をクリックします。 

 

予定表の保存 個人用の予定表が複数ある場合は、どの予定表に追加するか選択します。個人用の予

定表が一つの場合はグレーアウトになります。 

繰り返し 予定の繰り返しパターンを作成します。定期的な予定は周期を設定することができます。 

 

メールアラームを追

加する 

└[メールアラーム] 

自分自身(または会議の場合は出席者)に電子メールでアラームを送信できます。 
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項目 説明 

メールアラームを追

加する 

└[アラームの送信

先] 

予定などのアラームを自分だけに送信する場合、[自分]を選び、会議の出席者全員に

送信する場合、[すべての参加者]を選びます。 

 

メールアラームを追

加する 

└[カスタム時間] 

何日何分前にアラームを自分自身(または会議の場合は出席者)に表示するか指定す

ることができます。 

メールアラームを追

加する 

└[送信するアラー

ム メッセージ] 

送信するメッセージを入力します。 

[保存] 予定をカレンダーに保存し、予定フォームのウィンドウを閉じます。 

[破棄] 入力したイベント情報を破棄し、予定フォームのウィンドウを閉じます。 

[スケジュール アシス

タント] 

[  ]]をクリックし､必要な項目を設定します。リソースの予約、開催時間等の設定をタイ

ム テーブルを確認しながら行えます。 

メモ その他必要な情報を追加するには、[メモ]領域を使用します。 

■タイムテーブルからの予定の作成 

タイムテーブルとは、日 / 稼働日 / 週 / 月単位で予定を示すことができる予定表のことです。

Outlook on the web では、予定を作成する際、開始日時をあらかじめ入力した状態で作成すること

もできます。 

以下の手順で、タイムテーブルから予定を作成します。 

 タイムテーブルで予定の開始日時をダブルクリックします。 

 

タイムテーブル上で予定の開始日時

をダブルクリックします。 
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 開始日時が設定された状態で、新しい予定の作成画面が表示されます。 

 

 [イベントのタイトル追加]フォームにに予定の件名を入力し、[終了]から予定の時間を指定します。

[保存]をクリックします。 

 

 

■イベントの作成 

休暇、展示会、セミナーなどの日単位の予定や記念日はイベントとして予定表に登録できます。 

※イベントは、月表示以外（日、週など）の場合、予定表の時間枠の部分には表示されず、見出しに表示されます。 

以下の手順で、イベントを作成します。 

 画面上部の[新規作成]をクリックします。 
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 [イベントのタイトル追加]フォームににイベントの件名を入力し、[終日]のチェックボックスをオンにしま

す。[保存]をクリックします。 

 

 

 予定のキャンセル方法 

 キャンセルする予定をクリックし、[削除]をクリックします。 

 

 

 削除した予定は[削除済みアイテム]に移動します。 
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5. タスク 

タスクは「やらなければならないこと」をリストにし、完了するまで進捗管理が行える、作業管理用の機能で

す。タスクリストには、自分が担当する作業（タスクアイテム）やフラグの設定されたアイテム（To Do）

を一覧で確認することができます。期限の設定されたタスクが予定表に表示される他、タスクリストは To 

Doバーにも一覧で表示されるため、どのウィンドウでも、常に「自分が何をすべきか」を確認することができ

ます。 

5.1 タスクの画面を開く 

 タスクの画面を開く方法 

 タスクを表示するには、 タスクのアイコン をクリックします。 
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 基本画面 

 

 

機能一覧 

機能 説明 

① タスクフォルダー [フラグ付きのアイテムおよびタスク]、または[タスク]を表示します。 

② ツールバー タスクを作成、削除、返信、分類します。タスクが終了したら、タスクの状態を完了に設

定します。 

※なにもタスクを作成していない場合は、「新規作成」のみ表示されます。 

③ タスク一覧 選択したフォルダーのタスクが一覧表示されます。 

④ 閲覧ウィンドウ タスクの一覧で選択したタスクのプレビューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
② 

③ 

④ 
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5.2 タスクを管理する 

 タスクの登録方法 

 画面上部の[＋新規作成]をクリックします。 

 

 タスクの内容を入力または選択します。[詳細表示]をクリックすると、すべてのプロパティが表示されま

す。件名のみが必須の入力項目で、日付やアラームなど、その他の値は省略可能です。 

 

<詳細画面> 
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項目一覧 

項目 説明 

件名 タスクのタイトルを入力します。タイトルは、後で作業の内容を判断しやすいような名前を

付けることをお勧めします。 

期限 タスクの期限(必須)を入力します。日付はカレンダーから選択することができます。 

開始日 タスクの開始日(省略可)を入力します。日付はカレンダーから選択することができます。 

完了日 タスクが完了した日を指定します。[なし]以外を選択(完了日を選択)すると、[達成率]

は[100%]で、[状態]は[完了]になります。 

状態 タスクの進行状況を[未開始]、[作業中]、[完了]、[待機中]、[延期]から選択しま

す。既定では[未開始]に設定されています。 

達成率 タスクの進行状況をパーセント(%)で入力します。 

優先度 タスクの優先度を[高]、[通常]、[低]から選択します。既定では [通常]に設定されて

います。 

アラーム タスクの期限を通知するには、[アラーム]をオンにして日付および時間を指定します。 

個人用として設定す

る 

自分のみに公開する場合は、チェックを入れます。 

繰り返し 定期的に行う必要のあるタスクの場合は、繰り返しパターンを設定できます。 

予測時間、 

実働時間 

作業の予測時間と実働時間を入力します。 

経費情報、 

支払い条件、 

会社名 

任意の値を入力することができます。 

テキスト ボックス タスクの説明を入力します。 

 

 タスクにファイルを添付する場合は、[ 挿入]をクリックし、[コンピューター]をクリックします。 

 

 表示されるダイアログ ボックスから添付するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

 

 [保存]をクリックします。 
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 タスクの完了方法 

作成したタスクの件名や期限等の情報はタスク ビューに一覧表示されます。完了したタスクには印を付

け、未完了のタスクと区別できます。 

① 終了に設定するタスクを選択します。タスクの横に表示される[  ]をクリックします。この操作により、

[達成率]の値が 100 に設定され、[状態]が[完了]に設定されます。 
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 タスクの削除方法 

削除するタスクを選択し、ツールバーの[削除]をクリックするか、または、タスクを選択し、表示された

[   ]をクリックすることでも削除できます。 

また、削除するアイテムの種類により削除をクリックした後の動作が以下のように異なります。 

※削除されたタスクは、[削除済みアイテム]へ移動します。 

 

 

■新規作成したタスクアイテムの場合 

[削除]をクリックすると、即時、削除されます。 

 

■フラグを付けたメールの場合 

削除を行うことで、メールのメッセージ自体が削除される警告画面が表示されますので、[はい]をクリックし

ます。タスク一覧および、メール自体も削除されます。 

なお、メールは消さずに、フラグのみ外す場合は、項番「5.2.2」にてタスクの完了を行ってください。 
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6. 困った時 

 

■窓口でのお問い合わせ 

D棟 3階 情報システム事務室 

受付時間 月-金 10:00 - 16:30 

 

■メールでのお問い合わせ 

system@apu.ac.jp へお問い合わせください。 

※メールでのお問い合わせは、返信に少しお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。 

 

■よくあるご質問 

Office365利用案内ページ 

http://www.apu.ac.jp/home/ct/office365/ 

http://www.apu.ac.jp/home/ct/office365/

