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はじめに

本書を手にとっていただいてありがとうございます。本書は昨今のプロジェクト進行におい

て必要不可欠となっているコミュニケーション、コラボレーションツールについて網羅的に

紹介します。

まず、Chapter1 では、なぜ昨今こういったツールが注目されているのか、どういったところ

が便利で改善されるのか。既存のツールのままでは何がよくないのか。そういった内容につ

いて解説します。

Part1 〜 6 では、それぞれのツールについてジャンルごとに分けて、ツールごとの概要と使い

方を紹介し、Part7 では、複数のツールを組み合わせ、より実務に沿った形でプロジェクトを

進める場合の手法を解説します。

一口にコミュニケーション、コラボレーションツールといっても、非常に多くのツールがあ

り、その利用目的や利用方法は様々です。また、すでに利用されているツールについて、古い

ものは今すぐやめようということではありません。チームごとに利用するツールセットは異

なるでしょう。

本書を読んで頂くことで、新たなツールや、それらを組み合わせた実際の利用方法を知ってい

ただき、今もしくはこれから先に担当されるプロジェクトにおいて、ツールの選択肢が広がれ

ば幸いです。

また、結果としてプロジェクトをうまくすすめることに協力できたとすれば、書き手にとって

これ程嬉しいことはありません。

執筆者一同も日々、本書にて紹介するツールを利用してプロジェクトを進めています。いつ

か皆さんとも一緒にプロジェクトをすすめる日がくることを楽しみにしています。

では、はじめていきましょう。

執筆者一同
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昨今のプロジェクトを進めるにあたって、コラボレーションツールは必要不可欠です。なぜそうなのか？

ツールの必要性を考えるにあたって、簡単なWeb制作のプロジェクトを想像しながら見ていきましょう。

プロジェクトをチームとして進めるために
必須となる情報の共有1-1

TEXT:大串 肇

Webサイトリニューアルのプロジェクトにおけるチーム編成

Web制作会社が、それほど大きくない会社（社員数10

名程度）のコーポレートサイトのリニューアルを受注し

たとします。仮に、発注側（クライアント）を円滑商事株

式会社とします。受注側はWeb制作会社である株式会社

WEBSITECREATE（ウェブサイトクリエイト）としましょう。

•チーム

 •クライアント(円滑商事株式会社)

  •社長

  •担当者

 •制作会社(株式会社WEBSITECREATE)

  •ディレクター

  •デザイナー

  •プログラマー

早速５名の登場人物が現れました、このように小さめの

プロジェクトにおいても、5名以上のチームになることは

良くあります。コーポレートサイトリニューアルというこ

とで、常に情報をチーム内で共有しつつ、クライアントの

目的を達成するための作業を行っていかねばなりません。

情報共有は必要不可欠だが、プロジェクト進行に伴い情報共有は難しくなる

チームでプロジェクトを行う場合に情報共有は必要不可

欠です。

共有する主な事項は次のようなものが挙げられます。

• Webサイトリニューアルの過程で決定していく事項

• いつまでに誰が何を行うのか

• 現在の進捗はどうなっているのか

• デザインについてのやりとり

• 要件定義、確定した仕様

• サーバやCMSなどのアカウント

• コンテンツやデザインなどのファイルデータ

プロジェクトは日々進行し、要件が変わったり、スケ

ジュールが遅れたり、と変化し続けます。そのたびに、共

有する事項が増加します。それらをまとめ、最適化した形

で常に最新版として、チームとしての情報共有することは、

プロジェクトが進めば進むほど難しくなります。

例1：増え続け、煩雑になっていく会議の議事録など進
捗の管理

初回の打合せから、最終公開まで、数多くの会議がとり行

われます。会議毎に参加者の人数が異なったため、会議に参

加してない人は残された議事録を確認することになります。

議事録がメールだったり、Wordファイルだったり、Exxelだっ
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1-1　プロジェクトをチームとして進めるために必須となる情報の共有

たり、作成者によってフォーマットが違う。ccなどの漏れで

特定の人に伝わっていない。となった場合どうなるでしょう。

会議の回数が増えていくと、議事録を遡ることも必要になり

ます。そんな時、「たしか、このことは以前に話し合いました

よね？」となってから散り散りになった議事録の中において、

その部分を探すことは、非常に難しく面倒になり、無駄な手

間や時間だけが増えてしまいます。

プロジェクトが佳境に入ると、打合せだけでなく、電話

やメール、また各作業者の判断などで、チーム全体に共有

されない決定事項が増え続けます。これらが共有されない

ままプロジェクトが進んだ場合、「言った言わない」という

非常にありがちな責任の所在を明らかにできない問題に繋

がることも多くあります。こういったことを避けるために

は、課題管理ツールや、ドキュメント共有ツール、ファイ

ル共有ツールを利用することです。

例2：ちょっとした質問ができない環境

プロジェクトが進みだすと、ちょっとした質問や要望などが

増えていきます。またそれらができないことで時間を浪費する

ことも多々あります。たとえば画像データがクライアントから

まだ支給されておらず、デザイナーの作業が次に進められない

状況だとして、なにもツールを利用していない場合は、「デザイ

ナー」から「ディレクター」へ画像をクライアントからもらって

欲しいという要望が行きます。その後、「ディレクター」は「クラ

イアント」の担当者に連絡し、画像をくださいと要望を出しま

す。しかし、実は今回のプロジェクトにおいて画像は重要となっ

ており、社長の判断が下った後の画像しか利用できないといっ

た状態だとどうなるでしょう。おそらくここまでに1週間以上

の時間がかかることもあるでしょう。また実際の画像がデザイ

ナーに届くまでには更に時間がかかることもあります。

こうなると、まったくデザイナーは作業が進められず時間ば

かりを浪費してしまいます。このケースを解決するためには、

たとえば今回のプロジェクトに関わる全員が利用できるチャッ

トツールを利用するのがよいでしょう。デザイナーがチャット

において画像をリクエストすると、すぐにそのことにクライア

ントの社長が気づき、担当者に指示を出してくれた可能性もあ

ります。こうなると、画像はすぐに支給され、時間を浪費する

ことなくデザイナーの作業が進められます。

また、ビデオチャットツールを利用すれば、即時相談が

必要なことについても必要なメンバーだけで場所を移動す

ることなく、即座に打合せを行うことも可能です。

例3：プロトタイプから共有できる環境

昨今のWebサイトは、スマートフォンやタブレットにも

対応することは必須となっています。PCはもちろんですが、

同様もしくはそれ以上に、実際にスマートフォンからアク

セスした際のページの見やすさ、ボタンの押しやすさや、

ページ遷移の順番は適切か？などを考える必要があります。

従来の方法でデザイナーが画像として複数の画面サイズに

応じたデザインを作っていくとなると、非常に多くのパー

タンを制作する必要が出てきてしまいます。また、動きや、

使いやすさということの判断が難しくなります。さらに、

デザインについてのクライアントからの要望は、「もうすこ

し、いい感じに」、「かわいくスタイリッシュに」といった抽

象的なことになることが多く、どこのどの部分が気になっ

ているのか具体的にすることが難しいことがほとんどです。

そんな時は、デザインをスマートフォンなどの実機から

確認したり、デザインに対して直接コメントを入れられる

プロトタイプツールを活用するのがよいでしょう。実際の

完成したものを予測しながら、互いに作業を進めることが

可能になります。

ツールの有効活用がプロジェクト成功の可能性を高める

このように、そもそもチームで行うプロジェクトは情報共

有が難しいものです。そしてそれらを解決するために、多く

のツールが開発されています。これらを使うことがプロジェ

クトを成功に導くための有効な手段であるといえるでしょう。
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これまでの情報共有の方法はもはや機能しないのでしょうか？ いえそういうことではありません。今まで

の情報共有の方法ももちろん必要です。そのメリットとデメリットを理解して使い分けることが大切です。

これまでのツールの問題点1-2

TEXT:大串 肇

これまでの情報共有の方法

これから紹介するツールが広まる前にもプロジェクトは

ありましたし、その時にもコミュニケーションは行われて

いました。代表的なものとして次の３つを挙げます。

1. 直接の打合せ

2. 電話

3. メールと添付ファイル

それぞれメリットもありますが、デメリットもありまし

た。コミュニケーションツールはそれらのデメリットを解

決するために利用されるわけですが、まずは既存のコミュ

ニケーションについてのメリットとデメリットを考えてみ

ましょう。

打合せ

一同にあつまってテーブルを囲み、行われる打合せの一

番の良い所は、チームの雰囲気が共有されること。話し合

う項目であるアジェンダや、打合せの目的がしっかりして

いる場合、打合せはプロジェクトにおいてとても重要であ

り、よい影響を与えることができます。しかしながら、目

的のない打合せとなると、時間と場所の調整は浪費となり、

また打合せに参加したというだけの達成感はプロジェクト

を遅延する要因となります。さらに、打合せ後の情報共有

がチームに行き渡らなければ、「打合せで決定したことが達

成されてない。」といったトラブルを生むことにもなりかね

ません。

• メリット

• 息遣いや表情など、打ち合わせする際に、付加的な

ものもすべて把握することができる

• その場で質問などにも回答しやすい

• 暗黙知の共有ができやすく、信頼関係を気づきやすい

• デメリット

• 場所と時間の調整が必要

• プレゼンテーション能力に優れた人が主導権を握り

やすい

• 突発的に開催できない

• 不要なトピックスについて時間を消費してしまいがち

• 進行および、議事録がしっかりできていないと、た

だ「会議を行った」という本来の目的と異なる達成感

と疲労感のみがのこり、意味のない打合せとなる。

• 不参加のメンバーへの情報共有が難しい

以上のことから、打合せ目的を明確化し、そこで決定し

た事項がチーム全員に共有できるという状態であれば、打

合せはプロジェクトにおいて、とてもよい影響をあたえる

ことができます。
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1-2　これまでのツールの問題点

電話

いつでも直接電話先の人と1対1で話すことのできる電話

は非常に強力なツールと言えます。掛ける側のタイミング

で即座に始めることができ、また1対1という限定的なコ

ミュニケーションのため、たとえば「少し遅れます」といっ

たネガティブなことを共有することも行い易いです。ただ、

これはそのままデメリットとなります。他の作業に集中し

ていた場合にも手を止める必要がありますし、当事者以外

に全く情報共有がされないことは、「あの時電話で伝えたこ

となんですが. . .」といった、後々のトラブルに繋がるケー

スが多いです。

• メリット

• 必要なときにはじめられる

• すぐに1対１のコミュニケーションを行える

• 今発生した問題について解決しやすい

• チームに共有しにくい、ネガティブなことや、秘密

的なものも共有できる

• デメリット

• 別の作業に集中していた場合、手を止める必要がある

• 当事者同士にしか認識が広がらない

• 言った言わないの問題に直結する

• つながらない場合に、進行が滞る

• 資料を見ながら、画面操作を行いながらなどの打合

せに向かない

電話については、どうしても必要な緊急的な状況で利用

することを心がけ、プロジェクトが正常に進んでいる時に

は、利用しないようにすることがよいでしょう。

メール/メーリングリスト

インターネットを利用したコミュニケーションの手段と

して、最も一般的でシンプルに利用しやすいツールといえ

るでしょう。メールという形で記録を残すことが可能です。

また必要なメンバーに一斉に送れることで、情報共有も容

易です。ただ、便利すぎるがゆえに多くのメールが一斉に

やってきます。結果としてスパムなどに大切なメールが紛

れてしまったり、情報の精査に時間がかかりやすいです。

またメールソフトによっては検索機能が強くないものもあ

り、多くのメールの中から、探すことにも一苦労したりし

ます。

• メリット

• 形に残る

• 自分のタイミングで返信することが可能

• 一斉に送付できる

• デメリット

• スパムや広告などと仕事の重要なメールの仕分けに

時間を有する

• 検索機能が貧弱なメールクライアントとソフトなど

の場合、必要なメールが探せない

• メールクライアントソフトを利用する場合、ローカ

ルPCの容量を圧迫する

• 課題が埋もれる

• 情報の一覧性に乏しい

• 定点的なファイル共有に向いていないため、最新版

のファイルの所在が不明瞭になりやすい

• 「お世話になっております大串です。」などの枕詞をつ

けなければならないという、暗黙の工数が発生する

• 送付ミスが大きな問題になりやすい

• 添付ファイルについて最新版がどれか不明瞭になり

やすい

• 添付ファイルを展開できない（zipのパスワードがな

い。アプリケーションがないなど）

最終的にWebでのコミュニケーションはメールに帰結す

ることが多いですが、それを前提として、他のツールの付

加価値をうまく利用するとよいでしょう。
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これから紹介するコラボレーションツールについて概要を紹介します。どれも使いこなせばプロジェク

トを円滑に進めるための手助けになるものばかりです。ではそれぞれを見ていきましょう。

新たなツールが活躍するポイント1-3

TEXT:大串 肇

コミュニケーション

まずはじめに紹介するのは、最近のWeb系の制作におい

て話題となっているSlackなどに代表されるチャット系の

コミュニケーションツールです。

日本ではSlackよりも先にチャットワークがありました。

メール以外の方法でビジネスにおいてチームメンバーがコ

ミュニケーションと取る際の手段としては、とても画期的

であり、もともと日本発のサービスということで、全て日

本語化されている使いやすいのが特徴です。その他には

skypeでのメッセージのやり取りを利用されているケース

もあるでしょう。

FacebookのMessengerグループを利用するケースもあ

るかもしれません。しかし、こちらはFacebookのアカウ

ントと紐付けることが必須となるため、プライベートと仕

事を明確に分けてFacebookを利用したいユーザにとって

は使いにくいケースもあります。

昨今流行しているSlackはグループごとに分けられる

チャットツールとしてはチャットワークと同じような機能

を提供します。さらなる特徴としては、他のサービスと

API経由で連携できることです。Botなどのプログラムと組

み合わせることで、Slackのチャットから、たとえば特定

のサーバの状態を監視した結果の通知を受けたり、プログ

ラムを操作したりすることも可能です。

昨今人気のチャットツール  Slack
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1-3　新たなツールが活躍するポイント

 Web会議

ブロードバンド、無線wifi 、LTE等の普及により、容量の

大きい情報の転送が可能になったことで、昨今よく利用さ

れるのがWeb会議などが行えるビデオチャットツールで

す。従来のPC環境だと、マイクとヘッドホンがセットに

なった、ヘッドセットなどが必要でしたが、もともとから

そういった機能を備えたノートパソコンの普及や、スマー

トフォンなどからもアクセスが可能なため、ユーザの利用

環境においてスピーカーやマイクがないといったことも回

避されやすくなったところもポイントといえるでしょう。

ビデオで互いの顔が映せるというだけでなく、実際の画

面の共有などもできるため、ファイル操作などについての

説明も容易に行なえます。またチャット機能を備えている

場合も多く、実際の顔を合わせての打合せよりも捗るケー

スもでてきています。

該当するサービス

• Skype

• Googleハングアウト

• appear.in

URLを共有するだけですぐにビデオチャットをはじめられる appear.in

これまでメールが担っていた文字によるチームのコミュ

ニケーションにおいて、手軽さとリアルタイムに近い感覚

をもたらしたのがポイントといえるでしょう。

該当するサービス

• Slack

• チャットワーク

• Typetalk

• FacebookMessenger

• Facebookグループ

• Skype
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 バージョン管理システム

ファイルのバージョン管理としてはGitが最有力でしょ

う。これまでにはSVNもありましたが、今後始めるプロジェ

クトでチームメンバーのリクエストがどうしてもSVNで

ということでないかぎりGitがよいでしょう。理由として

はSourceTreeのようなマウス操作でGitを動かせるソフト

ウェアが充実していること。そしてファイルを共有してお

くスペースとして必要なリモートリポジトリのサービスも

同様に充実している点があげられます。

昨今ではプログラマだけでなく、デザイナーやディレク

ターはもちろんクライアントも一緒にGitでファイルのバー

ジョン管理をするケースも増えてきています。今後のプロ

ジェクト運用において必須のツールといえるでしょう。

該当するサービス

• GitHub

• Bitbucket

• Backlog

• GitLab

オープンソース系ソフトウェアの共同開発にも使われるGithub

 GoogleのWebサービス

多くのユーザーがGmailを利用することから、殆どのユー

ザーはGoogleアカウントをもっているでしょう。Google

アカウントにおいて利用できる、マイクロソフトオフィス

系のソフトウェアであるWord、Excel、PowerPointなどの

代替サービスがGoogleドキュメントやスプレッドシート、

プレゼンテーションなどです。

これらは、単純にブラウザから利用できるということだ

けでなく、既存のファイルをアップロードすることで、さ

らなる編集が可能です。また複数のユーザが同時に同ファ

イルを編集することも可能です。これらの機能により、常

に最新版の1ファイルをのみを管理するだけでよくなり、

管理コストが大幅にさがります。またファイルはGoogle

ドライブというストレージ上に保存されるため、損失の可

能性も非常に少なくなります。

該当するサービス

• Googleスプレッドシート

• Googleドキュメント
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 Markdown

議事録などテキストを保存する際に、統一のフォーマッ

トであり、速記に向いていて、HTMLやwiki文法にもソフ

トウェアを利用することで変換することが可能である。そ

んな記法がMarkdown記法です。少しのルールを覚えるこ

とで、簡単にHTMLに変換できる文章を記載することが可

能です。またこの記法を用いて利用できるWeb上のメモ、

ドキュメント共有サービスも多く存在しています。

議事録、課題、プログラムなどの手順、メモ等など、な

んにでも利用できる汎用性の高さが人気です。

該当するサービス

• Gist

• HackMD

• wri.pe

• Qiita　

 ファイルストレージ

画像や動画など、プロジェクトで共有が必要な素材とな

るファイルの容量は増える一方です。数百メガを超える

ファイルを共有するといった場合もあります。そんな時に

メールしかファイルの共有手段がないと、そもそもメール

サーバの設定などで送付や受信ができないといったトラブ

ルが発生します。解決するために、USBメモリやCD-Rなど

に保存して、バイク便で送る。といったこともできなくは

ないですが、手間と費用がかかります。

そこで、利用したいのがファイルストレージサービスで

す。大容量のファイルでもアップロードが可能であり、アッ

プロード後、発行されるURLなどから受け取り手はダウ

ンロードという形でファイルを受信することが可能です。

サービスによって期限を設け、自動的に削除されるものや、

半永久的に保存されるものがあります。上手に使い分けて、

ファイルの共有を行いましょう。

該当するサービス

• ドロップボックス

• Google ドライブ

• 宅ふぁいる便

QiitaではMarkdown記法にデフォルトで対応している
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ローカルフォルダを簡単に同期できるDropbox

 デザインコラボレーション

デザインについての修正や要望の依頼は、なかなか言語

化ができず難しいものです。またスマートフォンやタブ

レットといったタッチすることで操作するデバイスでは、

実機において操作してみないと、どのように動くのかなか

なか想像が難しいところでもあります。そういった悩みを

解決できるのがデザインコラボレーションツールです。

デザインのデータに直接修正要望などが記載できます。

またツールによっては今自分が利用しているデバイスから

アクセスできるものもあります。プロトタイプを確認しな

がらプロジェクトをすすめることで、実際の完成度を高め

るとともに、手戻りを減らすことが可能です。

該当するサービス

• InVision

• Prott

• Cacoo

スマートフォン向けのプロトタイピングツール Prott
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1-3　新たなツールが活躍するポイント

 プロジェクト管理

プロジェクトを進めていく上で、Webの場合は、完成す

るまでなかなか形が見えにくいです。結果としてクライア

ントにとっては、いま何をしているのか？どういった状態

なのか？無事に進んでいるのか？そういった不安がつきま

といます。それは制作者にとっても同じで、今やるべきこ

とは何か。もともとのスケジュールに対して進んでいるの

か、遅れているのか。こういった不安がつきまといます。

これらを管理するプロジェクトマネジャーが関わる全員の

動きを把握した上で、常にチーム全体に情報共有を行うの

は、従来のツールだけではとても難しいことです。

そこでプロジェクトに特化し、プロジェクトの進行を

チーム全体に見える化してくれるものがプロジェクト管理

ツールです。課題管理、ファイルストレージなどの機能を

中心に、サービスごとに特徴がありますが、基本的にはど

れも上手に使うことでプロジェクトの成功率は飛躍的にあ

がることでしょう。

該当するサービス

• Backlog

• Trello

可愛く、馴染みやすいデザインの課題管理ツールBacklog

チーム全体で利用することがポイント

これから紹介するツールを利用していく場合におすすめ

の方法として、クライアントも含むプロジェクトに関わる

すべての人が同様に利用することを強くおすすめします。

よくありがちな方法として、クライアントと利用する

ツールと、開発者と利用するツールを分けて利用すること

がありますが、これはあまりオススメできません。という

のも、これでは結局、プロジェクト全体を情報共有するこ

とにならないためです。

クライアント側のツールでかわされた議論と、開発者側

で決定された事項が食い違う際に、結局その間をとりもつ

コストが発生してしまいます。

とはいえ、実際に開発社側都合で進捗が遅れている場合

などが露呈することは、あまり良いことではなく、そういっ

たものを覆い隠しながら、上手に乗り切ることがディレク

ターの役割と考えられる組織もあるでしょう。

しかし、これは場当たり的な対応であり、結果として更

に状況は悪化し、炎上するといった、良くないことに繋が

る可能性が高いです。

こうならないように、予めクライアントも含め、プロジェ

クトは全員の強力が無くては進まないものである。そして
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開発社側も常にクライアントに見られている状態で真摯に

プロジェクトを遂行する。という共通理解をした上で、同

じツールをチーム全体が利用することが望ましいと考えて

います。

メッセージアプリをひとまとめに出来るFranz

これから紹介する多くのコミュニケーションツールは、プロ

ジェクトを遂行していくにあたって、効果的でしょう。しかしこれ

らもたくさん使えば使うほど、それぞれの通知が重なり、増え

続けていきます。

たとえば複数の案件に対応していたとして、一つのプロジェク

トでは、メールとGoogleスプレッドシートを利用、チャットツー

ルにはチャットワーク。もう一つのプロジェクトでは、Backlogと

ドロップボックスを利用、チャットツールにはSlackを利用。と言っ

た形です。また休日などに趣味で取り組んでいるオープンソー

スプロジェクトはFacebook経由で連絡を取り合って、Githubに

コミットしている。こうなると、パソコンにもスマートフォンにも

通知があふれることでしょう。

これについての解決方法があるか？ということについて、メッ

セージアプリをひとまとめにできるツールなどがリリースされ始

めています。

Franz
http://meetfranz.com/

Franzは、Slack、Facebook Messenger、チャットワークなど

がひとまとめに扱えます。

作業を効率的に行うために利用するツール群によって作業が

効率的に進まなくなる可能性があり、それを解決するためのツー

ルがリリースされるとは、なかなか興味深い状態であるといえる

でしょう。

今後もツールは移り変わっていくでしょうが、プロジェクトを

成功させるという本来の木手には何も変わりません。常に新し

いツールにもアンテナを伸ばし、ツールによって効率化出来る

ところはどんどん効率化しながら、プロジェクトを進めていきま

しょう。

コラム：たくさんのツールに埋もれる問題
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この節では、主にSlackがどのようなアプリ・サービスであるかを解説します。

Slackとは2-1

TEXT: 齋木 弘樹

Slack の概要

Slack Technologies, Inc.が 提 供 す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ンツールです。2013年8月に公開されてからあっという

間 に 世 界 中 に 広 が り、 た と え ばAdobe Systems、IBM、

Google、Microsoft、Sonyなどの有名企業も導入していま

す。現時点では日本法人や代理店はなく、日本語インター

フェースに対応していないにも関わらず、国内でも多くの

IT企業がSlackを導入しており、その熱はますます加速す

ることが予想されます。国内外の様々なクラウドサービス

がSlackへの連携アプリケーションを続々と発表しており、

「Slackはメールを駆逐している」とまでいわしめるほどの

影響力を持っています。

Slackのメインインターフェース。専用アプリやブラウザ、様々なデバイスで動作する

Slackの特徴

Slackはサーバーサイドアプリケーションです。つまり、

メッセージの全てが各個人の端末ではなく、Slackのサー

バーに保管されるため、たとえば自宅や会社、個人のスマー

トフォンなどからSlackにアクセスすることで、全てのデ

バイスで同期状態を保つことができます。万が一デバイス

が故障しても、メッセージは守られるということです。ま

た、Slackのメッセージには写真やファイルを添付するこ

とができますので、これらの添付ファイルも同じように保

護されます。
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2-2　Slackの基本

これから本格的な導入を検討されている方に向けて、Slackの抑えるべき特徴をいくつか紹介します。

Slackの基本2-2

TEXT: 齋木 弘樹

料金体系と支払い方法

執筆時点での料金プラン一覧。リリース当初はFreeとStandardの2種類しかなかった

 Slackには4つの料金プランがあります。

• 無料プラン（Free）

• スタンダードプラン（Standard）

• プラスプラン（Plus）

• エンタープライズプラン（Enterprise）

無料プランはその名の通り無料ですから、気軽に始め

ることができます。残りの3プランは有料ですが、これら

のプランに共通していえるのは、契約は基本的に1ユーザ

あたりの価格で年間契約だということです。月額支払い契

約も選択可能ですが、かなり割高になります。年間契約し

た後、たとえば退職などの人員減があった場合にSlackの

アカウントを無効化してユーザー数が当初の契約数よりも

減った場合は、その分が自動的に返金される仕組みになっ

ています。逆に、人員増があった場合は、アカウントを追

加した日から次の契約更新月までの料金が請求されます。

企業内でSlackを利用する場合、人員の増減は当然ありえ

ることですから、Slackではこの請求部分を適切に自動化

していて、ユーザーに対して大変親切な設計になっている

ことが分かります。
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支払い方法について、通常はクレジットカードを登録し

てドルでの支払いになりますが、クレジットカード会社が

設定する為替レートに左右されるため、ユーザー数が固定

であったとしても毎年同じ料金が請求されるとは限りませ

んので注意が必要です。

選択したプランと参加人数にもよるのですが、Slackサ

ポートに直接連絡することで、クレジットカード払いから

請求書払いに変更することも可能です。この場合、海外送

金の手数料はかかるものの、規模によっては為替レートよ

りも安く支払うことができる場合があります。スタンダー

ドプランの場合は125ユーザー以上から、プラスプランの

場合は67ユーザー以上から請求書払いに変更可能です。

無料プラン

• メッセージ数が1万までの制限

• アプリケーション連携が10アプリまでの制限

• 最大2人までの音声通話が可能

• 添付ファイル用のストレージが5GBまでの制限

スタンダードプラン

• 全ての制限が開放され、無制限

• 管理者向けの機能が一部解放

• 外部者を1チャンネルだけに招待できるゲストアクセ

スの解放

• Googleアカウントを使ったログインが可能

• 2要素認証を設定可能

• グループ通話機能の解放

• 添付ファイル用のストレージが10GBまでの制限

プラスプラン

• SAMLによるシングルサインオンのサポート

• 管理者がSlackの全てのメッセージをダウンロード可能

• Active Directoryなどによるアカウントの完全同期

• 添付ファイル用のストレージが20GBまでの制限

エンタープライズプラン

• 大企業を想定した、子会社のチームをまとめて管理

• チームをまたいだファイル共有や検索が可能

• 企業に合わせたセキュリティポリシーの設定が細かく

可能

• 参加企業全ての利用状況レポートと解析データの出力

が可能

• コンソリデーテッドビリング（おまとめ請求）が可能

Slack のセキュリティ

Slackのサーバー群は全てAmazon Web Services（AWS）

によるパブリッククラウド上に構築されており、AWSの高

いセキュリティの恩恵を受けています。更にその上で外部

認証として、

• ISO27001

• PCI DSSレベル4

• SOC 2レポート

などの外部監査を受けています。実際にSlackと有料契

約した後、秘密保持契約を結ぶことで、どのようにセキュ

リティが担保されているのかの全てが記述されたSOC 2レ

ポートを要求することができます。

また、HackerOneと呼ばれるサービスを利用しており、

セキュリティの問題を見つけて報告すると、いくらかの賞

金がもらえる仕組みにも参加しており、そこでもどのよう

な問題がどう修正されたかの全てが公開されていること

で、セキュリティに対する透明性が高いことが分かります。
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2-2　Slackの基本

脆弱性を見つけて報告すると報奨金が受け取れるサービスHacker OneのSlackページ

管理者のみがアクセスできるExport Data機能。Slackでは全てのやりとりが記録され、保管されている

有料プランを選択することで、ユーザー自身や管理者は、

アプリケーションに対して2要素認証を設定できたり、シ

ングルサインオンを設定できるなど、企業に合わせたカス

タムセキュリティポリシーを柔軟に設定できることからも

Slackのセキュリティに対する意識の高さを伺えます。

更に、万が一Slack上で犯罪に繋がるようなメッセージ

のやりとりや、事件が起きた後に裁判所などから証拠とし

てメッセージを提出しなさいと言われた場合、プラスプラ

ン以上であれば、特定の管理者が全てのメッセージを取得

できるようになっています。Slack自身は顧客のメッセー

ジにはアクセスできないため、特定の管理者がSlackに依

頼を行います。その後、署名と承認を経た後に、一定期間

ダウンロードできるリンクが発行されます。また、誰がダ

ウンロードしたのかも記録されるようになっています。

このように、Slackは海外ならではの事件や訴訟も踏ま

えたセキュリティ設計になっており、非常に高いレベルで

運用されていることが分かります。
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特徴的な会話の流れ

SNSやメッセージングツールで気になる問題は「誤った

投稿」です。間違った場所に、本来は秘匿であるべき情報

を書き込んでしまったときのパニックを回避する施策が

Slackには組み込まれています。

本人および管理者によるメッセージの削除

投稿した本人が、「間違えた！」と思ったらすぐに削除で

きますし、管理者も同じように全てのメッセージをコント

ロールできます。また、実際にはSlack上で削除はされずに、

正確には「非表示」となります。これは、誰がどんなメッセー

ジを削除したかという記録を残すためです。

メッセージを削除（Delete）と書いてあるが、実際には見えなくなるだけで、
削除されることはない

正しいチャンネルへ投稿させるSlackの導線

Slackでは、そもそも「誤った投稿」が起きにくい発言へ

の導線が引かれています。それは実際に発言を行うまでの

手順を見ることで分かります。

• チームを選択する

• チャンネルを選択する

• 発言する

発言の前に、かならず「チャンネルを選択する」必要があ

る点が大きなポイントです。発言者は、チャンネル名を見

て、「このチャンネルで発言しよう」と判断してから発言を

行うため、自然と誤った投稿が少なくなります。
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2-3　Slackの導入

アカウント登録してみたものの、どのように社内普及させればいいのか、どうような設定にしておくべ

きなのか悩む方も多いのではないかと思います。ここでは、日本人のスタイルに合わせた設定変更を紹

介します。

 Slackの導入2-3

TEXT: 齋木 弘樹

 Slack の基本設定

チームロゴを設定

見た目はとても大事ですから、チームロゴをアップロードしましょう。サイズが大きいとアップロードできないので、

132ピクセルの正方形に調整してからアップロードします。

チームのカスタマイズページは管理者のみがアクセスできる
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名前の表示方法を設定

Slackでは、誰が発言したのかを確認する方法として、「ア

カウント名」、もしくは「名前」のどちらかを表示させるよ

うに管理者が設定することができます。この設定について

は賛否両論あり、好みの分かれるところではありますが、

特にITに弱い方がチームにいる場合は、アカウント名の表

示だと瞬時に誰であるかを把握できないケースも出てきま

す。この場合、登録される名前が表示されるように設定す

ると良いでしょう。

その後、自身のプロフィールから名前が設定されている

か改めて確認します。この際、ローマ字入力では無くあえ

て日本語、漢字表記で入力し、First NameとLast Nameを

逆に入力することで、日本人が読みやすい表記になります。

Last Nameの後ろに社内の内線番号や、携帯電話番号を入

れると、更に利便性が高くなります。有料プランの場合は、

ユーザーの名前を管理者が変更することもできます。同じ

くプロフィール画面で、プロフィール写真も入れることで、

視認性が高くなりますのでユーザーに促しましょう。

表示名は後から変更すると混乱を招きやすいので注意が必要

プロフィールには様々な入力項目があり、可能な限り記載されている方がコミュニケーションも取りやすくなる
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2-3　Slackの導入

 チャンネル作成

チャンネル名は自由に設定できますが、チームごとの

ローカルルールを作ることが大変重要になります。チャン

ネル名に目的やルールがあることで発言内容にぶれも無く

なりますし、誤爆を防ぐことができます。特にSlack利用

頻度が高くなるとチャンネルが増えていきますので、予め

ルールを決めましょう。

たとえば、チャンネル名の前半に、このような命名規則

を設けます。

• chat-（普通に雑談する部屋）

• notify-（メールの通知や機械的な通知をさせる部屋）

• pj-（プロジェクト、案件の話をする部屋）

• team-（部署やチームの部屋）

• test-（テスト的にいろいろやっている適当な部屋）

有料版の場合は、外部の人をチャンネルに招待すること

ができるので、「このチャンネルには外部の人がいるから、

発言の内容には特に気をつけよう」という意味を込めて、エ

クスターナルという意味合いで更に頭文字を「x」にします。

• xchat-

• xteam-

• xpj-

これらのチャンネル名は後から変更もできます。また、

デフォルトで用意されているチャンネルや、使わなくなっ

たチャンネルは、不要であればアーカイブすることが可能

です。

不要なチャンネルはどんどんアーカイブしてしまおう。アーカイブは管理
者でなくても可能

Slackの運用を成功させるコツのひとつで、ユーザーは

自由にどんどんチャンネルを立ち上げましょう、という点

があります。不要になったチャンネルをアーカイブするの

は簡単なのですが、発言の場所を提供するのは難しいので、

まずは管理者がいろんな想像をしながらチャンネルを沢山

用意して、そして参加してもらって、どんどん自由にチャ

ンネルを作っていこうという雰囲気を生み出しましょう。
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 メンバー登録と役割

管理者がメールアドレスを入力して、ユーザーはメール

からユーザー登録を行うのが一般的な流れです。有料プラ

ンの場合は、2要素認証を強制したり、シングルサインオ

ンを強制することができます。少人数であれば管理者が1

人ずつ招待メールを送信してもよいのですが、大人数にな

るとこれも大変になるので、Active Directoryなどと連携さ

せてユーザー登録や削除を統合管理することもできます。

通常のログイン画面

この場合、ログイン画面からメールアドレスの入力欄が

なくなります。

Active Directory連携するとメールアドレスなどの入力項目がなくなる

役割は、無料プランの場合は参加者と管理者の2種類し

か存在しませんので、通常は管理者が一般ユーザーを招待

する流れが基本です。ですが、有料プランになると複数の

役割が追加されます。

• Primary Owner（プライマリーオーナー）

• Owner（オーナー）

• Admin（アドミン）（管理者）

• Member（メンバー）（一般ユーザー）

• Restricted Account（リストリクテッド・アカウント）

（制限ユーザー）

• Single Channel Guest（シングルチャンネルゲスト）（1

チャンネル限定で入室できるユーザー）

 チャンネルトピックの設定

チャンネル名だけでは、ここでどんな発言をすべきなの

か判断が難しいこともあります。そこで、「チャンネルト

ピック」を設定しましょう。チャンネルトピックは管理者

だけでなく、ユーザーが自由に変更することができます。

チャンネルトピックにはURLなどのリンクを貼り付けることもできる
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2-3　Slackの導入

Primary Owner

全ての権限を持つ管理者です。この管理者は唯一、Slack

の費用請求に関する設定を確認・変更を行うことができま

す。1つのチームに1人だけ設定することができます。

Owner

請求関連以外の管理権限全てを持つ管理者です。Owner

以上の権限をもつユーザーは、Slack上でやりとりされた

全てのメッセージをダウンロードする要求をSlackに依頼

し、ダウンロードすることができます。1つのチームに複

数人設定することができます。

Admin

Owner以上が持つ権限以外の全ての管理権限を持つ管理

者です。Slackの設定変更はもちろんのこと、誰が投稿し

たメッセージであったとしても、それら全てを削除したり

することもできます。1つのチームに複数人設定すること

ができます。

Member

基本となる一般ユーザーです。この権限以下は、新規ユー

ザーを招待することができません。公開されているチャン

ネル全てにアクセスすることができます。一般ユーザーが

アクセスできる機能については、管理者が指定した物のみ

利用することができます。たとえば絵文字の登録などは、

管理者が許可していない限りユーザーが自由に登録するこ

とはできません。

Restricted Account

管理者が指定した2つ以上のチャンネルにアクセスする

ことができるユーザーです。このユーザーは、管理者が指

定したチャンネル以外は見ることも存在を知ることもでき

ません。また、Slackチームの大部分に関わる変更、たと

えば絵文字の登録などを行うことはできません。注意すべ

き点は、このユーザーも課金対象になることです。

Single Channel Guest

管理者が指定した1つのチャンネルにのみアクセスする

ことができるユーザーです。メッセージのやりとり以外で、

ほとんどの設定変更を行うことができません。また、この

ユーザーは無料アカウントとしてカウントされます。セキュ

アかつ無料ということもあり、他社とのやりとりを行う場

合に、このアカウントを発行するケースが多くなります。
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Slackのメッセージ送信方法は、知れば知るほど便利に使える反面、そこまで高いリテラシーを全てのユー

ザーに求めるのは難しいものです。そこで抑えておくべき基本的な使い方を紹介します。

 Slackの基本機能2-4

TEXT: 齋木 弘樹

 メンション

 メッセージの流用

Slackはブラウザをはじめ、様々なスマートフォンでも

利用できるアプリです。メッセージの全てが通知されてい

ては、いったいどのメッセージの重要性が高いのかが分か

らなくなります。そこで、重要なメッセージやお知らせし

たいメッセージに「通知」を付けて送信する方法を、メン

ションを付けるといいます。基本的にSlackでのメッセー

ジのやりとりは通知が行われません。送信者が意図的にメ

ンションを付けることで、プッシュ通知される仕組みに

なっています。個人間で行うダイレクトメッセージは例外

で、全てのメッセージが通知されます。

使い方は、@（アットマーク）の後ろに名前などを書くと、

プッシュ通知が行われます。メンションには複数種類があ

りますが、抑えるべきは「@channel」「@here」「@ユーザー

名」の3つです。

メンションは数多くあるが、まず抑えるべきはこの3種類

全てのメッセージには、Slackが自動的にURLを発行して

います。とある発言を引用したり、返答したり、とある添

付ファイルを別のチャンネルで利用したりする際に使いま

す。この機能は使いこなせると大変便利なので、是非抑え

て欲しい機能です。

引用したいメッセージのリンク（URL）をコピーします。

引用したいメッセージのリンクを取得する
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2-4　Slackの基本機能

 テキストの装飾

 絵文字

本文と共にURLを貼り付けて、メッセージを送ります。

取得したリンクを貼り付けて送信するだけで、リンク元のメッセージを自動
的に取得してくれる

太文字にしたり、引用マークを付けたりなど、様々な装

飾を行うことができます。ただしこれらをマウスからク

リック操作で行うことはできません。全てキーボードから

記法として覚えた上で利用する必要があります。

• bold（太文字）

• italics（イタリック体）

• strike（取り消し線）

• code（インラインコード）

• prefomatted（コードブロック）

• quote（引用）

本文入力欄の右下に、装飾方法の一覧が表示される

中でも特に利用頻度が高いのが「コードブロック」です。

メール本文をコピーして引用したり、Webサイトから得た

情報をコピーするときなど、比較的長文になりがちなもの

をコードブロックで囲うと読みやすくなります。

コードブロックは長文の引用にも最適

テキストだけでのやりとりは、どうしても相手に固い印

象や、強ばった印象を与えがちになります。そこで絵文字

がコミュニケーションにとって非常に重要な要素となりま

す。Slackでは標準で用意されている絵文字の他に、チー

ムごとにオリジナルの絵文字を登録することができます。

更にカスタム絵文字にはGIF動画を登録することもできま

すので、動きのある絵文字でコミュケーションの密度を高

めることができます。

豊富な絵文字が用意されているが、自分で作ることもできる
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カスタム絵文字には以下の制限があります。

• 幅128ピクセル以下

• 高さ128ピクセル以下

• ファイルサイズ64キロバイト以下

また、絵文字だからといって「絵」である必要はなく、文

字だけが書かれた画像ファイルを絵文字として登録するこ

とで、より柔らかい表現を行うことができます。

オリジナル絵文字はGIF動画も登録可能

 ファイルや画像のアップロード

ファイルや画像を送信したいチャンネルや相手の画面

で、Slackのメニューからファイルを選択するか、ドラッ

グ＆ドロップすることで、Slackを通じてファイルを送信

することができます。大変便利な反面、企業で利用するに

は次の点に注意が必要です。

• 秘匿性の高い情報を外部に持ち出せる可能性がある

• Slackに保存されたファイルの検疫が難しい

• 管理者が有効にする必要があるが、外部からアクセス

可能なURLを発行することができる

現時点では標準のファイル送信機能を無効にすることが

できません。そこで、これらの課題を解決させるために、

Boxなどの外部サービスと連携させるなどして、会社ごと

のセキュリティポリシーに合わせることが可能となってい

ます。

Import form Boxは初期状態のSlackには表示されない。自社のBoxと連携
させる設定が必要
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2-4　Slackの基本機能

 検索

Slackの検索機能は、全てのパブリックチャンネルと、

自分が参加しているプライベートチャンネルの全てをまた

いで高速に検索できます。パブリックチャンネルの全てか

ら検索されるということは、自分が参加していないチャン

ネルからも特定の発言を検索できるのです。

ただし、削除済みの発言や、圧縮されたファイルの内部

検索などは行えません。

大量のメッセージから超高速に検索できる

検索には各種コマンドを利用することができます。例え

ば、発言者を絞り込んだり、チャンネルを絞り込んだり、

特定の期間を指定して抽出することができます。検索窓を

クリックすると、利用出来る検索コマンドの一覧が表示さ

れます。検索コマンドが正しく入力されると緑色の枠で囲

まれるため、意図したコマンドが正しく入力されているか

どうかすぐに判断することができます。

サーチコマンドを使うと、絞り込み検索が可能
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検索コマンドを利用した検索の一例を紹介します。

たとえば、「in:」の後にチャンネル名「general」を入力する

と、チャンネルgeneralからのみ抽出された検索結果を返

します。入力された検索コマンドが正しく認識されると、

緑色の枠で囲まれます。続いて右側に、検索したい文字列

を入力することで、検索が完了します。

特定のチャンネルからのみ文字列検索を行うことができる

検索コマンドは複数組み合わせて利用することができる

これらの検索コマンドは、複数種類を組み合わせて使う

ことが可能です。さらに、検索文字列を一切入力すること

なく、検索コマンドのみの検索結果を表示することもでき

ます。例えば、チャンネル名「general」から、ユーザー名

「shinji」の発言の全てを抽出してみると、右の画像のよう

に表示されます。ここから更に期間を絞り込んだり、さま

ざまな検索を行うことができます。
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2-5　Slackで実現するクラウド連携

EメールをSlackへ通知として飛ばすこともできれば、ボット（Bot）と呼ばれる自動応答プログラムを作る

こともできます。さらに、ファイルサーバーやタスク管理などのクラウドサービスと繋ぎ合わせることで、

これまで様々な情報を沢山のウィンドウを開いて確認しなければならなかったものが、これらの連携機

能を駆使することで、Slackだけで完結させることもできるのです。

Slackで実現する クラウド連携2-5

TEXT: 齋木 弘樹

国内外を問わず、数百を超えるクラウドサービスが、

Slackとの連携を実現しています。これまでメールが中心

だった「通知」をSlackに置き換えることで、より視認性が

高く、情報共有力も強く、強固なセキュリティ基盤を持っ

た情報のやりとりが可能となるのです。

たとえばabacusという経費精算のクラウドサービスがあ

ります。Slackと連携することで、ユーザーは領収書の写

真をSlackにアップロードすると、abacusの人工知能が領

収書の内容を自動で読み取り、誰に対して承認を得るべき

か即座に判断します。abacusは承認を得られる上長に対し

て「この領収書は承認しますか？」とSlackでメッセージを

送信します。上長はメッセージについている「承認ボタン」

を押すことで、abacusがそれを経費として計上するのです。

更にabacusはそれらを学習し続け、ユーザーに対して「そ

ろそろ経費精算の時期なので、領収書をアップロードして

ください」などのSlackメッセージを自動で送るようになり

ます。

 Slack インテグレーション

Abacusの人工知能と会話している様子
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 Slack App の導入

Appの導入はユーザーが自由に行うことができますが、

これを管理者が制限することもできます。

ブラウザでApp Directoryを開くと、様々なAppを検索す

ることができます。

Slack App Directoryのトップページ

Google AnalyticsとSlackを連携させるクラウドサービス。この画面からSlackへのインストールを完了させることができる

た と え ば、Webサ イ ト を 運 営 さ れ て い る 方 で Google 

Analyticsを利用されているケースは多いのではないでしょ

うか。Slackを使ってページビューなどのデータを自動的

に発信してくれるAppがあります。「 GA reporting」で検索す

ると、すぐに見つかるはずです（別途GA reportingのアカ

ウント登録が必要です）。
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2-5　Slackで実現するクラウド連携

Slack APIのトップページ。APIの各種利用申請や仕様書の確認などが行える

 Slack コマンド

 Slack API

メッセージ記入欄にスラッシュ（/）を入力すると、Slack

コマンドを発行できます。かなりの数が用意されているう

えに、追加したAppがもつ独自のコマンドも追加されてい

くため、覚えるのはとても大変ですが、コマンドで操作で

きるということを知っておくことが重要です。

たくさんのコマンドが表示されるが、全て覚える必要はない

App 連携で追加されたコマンドは特に利用頻度が高くな

ります。Skype や Google  Hangouts などを Slack コマンド

1 発で起動することができるのです。たとえば特定のチャン

ネルでこのコマンドを発行すれば、そのチャンネルにいるメ

ンバーとすぐにビデオミーティングが開始できたりすると

いうわけです。

App連携で独自追加したコマンドは、最下部に追加される

Slackはブラウザやアプリから操作するのが基本ですが、

機械的な連続した作業や調査を行いたい場合や、Slackを

活用したサービスを開発したい場合、Slack API（アプリケー

ションプログラムインターフェイス）を利用します。Slack

から専用の「鍵」を発行して、自分のチームのある程度をコ

ントロールできるAPIを利用することができます。APIの利

用には、一定のプログラミングの知識が必須となります。
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 Slack APIを利用すれば、プログラマは簡単にSlackをコ

ントロールするアプリケーションを制作できます。ただ

し、Slack APIは全てのSlackの動作を行うことはできませ

ん。たとえば絵文字については、絵文字のリストを取得す

ることはできますが、新規に追加したり、削除したりする

ことはできないのです。これはユーザー側の制限ではな

く、Slackがそのように設計しているためです。ですから、

Slack APIの仕様を事前に確認することが重要です。

Slack APIを利用したオリジナルWebサイトの一覧
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Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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