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Meet の利用や G Suite の管理設定によっては、記載内容と違う場合があります。あらかじめご了承ください。

●本書に掲載されている情報について

本書に掲載されている情報は、2020年6月現在のものです。本書の発行後に、情報が変更されることもあります。

「できる」
「できるシリーズ」は、株式会社インプレスの登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の登録商標または商標です。
なお、本文中には™および®マークは明記していません。

Copyright © 2020 STREET SMART. and Impress Corporation. All rights reserved.
本書の内容はすべて、著作権法によって保護されています。著者および発行者の許可を得ず、転載、複写、複製等の利用はでき
ません。

まえがき
急速に広まった感染症対策の影響もあり、テレワークの認知が一気に広がっています。テレワー
クを導入する企業が増えてきた昨今、テレワークに欠かせないツールの一つとして注目が集まって
いるのが、ビデオ会議システムです。
ビデオ会議システムは、パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネットを通じてオ
ンラインで会議を実施したり、自分のパソコンにある資料を開いて参加者全員の画面に表示しなが
ら会議を進めることが可能です。さらに、スマートフォンで移動しながら会議に参加したり、時間
や場所に縛られることなく、議論や打ち合わせができるようになります。
本書は、Google が提供しているビデオ会議ツール「Google Meet」を紹介します。Google Meet は、
操作がシンプル・簡単であり、企業にとって重要なセキュリティ面でも万全なツールです。
「Google
Meet」を中心に、テレワークに必要な機能がひと通り備わっている Google のグループウェア「G
Suite」を使ったテレワークのノウハウも本書で触れます。
Google Meet での会議の開催方法や招待された会議への参加方法などの使い方や、テレワークを
実施する上でのちょっとしたTipsを知っていただくことで、急なテレワークの導入に不安を抱えて
いる方々のお役に立てれば幸いです。
2020年6月 株式会社ストリートスマート
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テレワークの
メリットを知ろう
はじめてのテレワーク

テレワークは、これからの時代の新しい働
き方の一つです。まずは、テレワークの働
き方、メリット、どうやって始めるのかを
見てみましょう。

テレワークとは
テレワーク（telework）とは、
「tele = 離れた所」と「work =
働く」の意味を合 わせた造 語であり、情 報 通 信 技 術（ICT =
Information and Communication Technology）を活用した、

できるテレワーク ビデオ会議編

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
「在宅勤務」
や「リモートワーク」とも呼ばれることもあります。

for Google Meet

労働の最前線で活躍するテレワーク
テレワークは、昨今の社会情勢や働き方改革によるワークスタイ
ルの多様化などに対応するために、企業による導入が急速に進め
られています。育児や介護などで就労が難しくなった従業員の労
働力確保のためや、災害で出社が困難な場合でも、テレワークな
ら場所や時間を選ばず柔軟に働くことができます。

2

テレワークの分類
厚生労働省では、
「在宅勤務」
「モバ
イルワーク」
「サテライトオフィス勤
務（施設利用型勤務）
」の3つをテレ
ワークの総称として定義しています。
いずれも会社から離れた場所で仕事
をすることで、通勤や移動の負担が
軽減され、時間を有効に使って効率
的な働き方をすることができます。

働きやすい環境を整備して、
優秀な人材を確保しよう
テレワークを導入し、従業員にとっ
て働きやすい環境を確保すること
で、魅力的な職場と評価され、結果
として優秀な人材の流出を防ぐこと
に役立ちます。さまざまな事情を抱
えた従業員もキャリアの継続がしや
すくなり、人材の確保や育成コスト
の低減にもつながります。

テレワークでどんなことができるの？
テレワークには、大前提としてインターネット回線が必要です。
パソコンやスマホをインターネットにつないで仕事をします。
例えば、会社に置かれたパソコンに、自宅や外出先からリモート
でアクセスして操作したり、クラウドサービスを利用してクラウ
ド上にあるデータを使って業務を行うことができます。また、
でコミュニケーションを取ったり、取引先と商談を行うこともで
きます。

ビデオ会議を使えば、離れた支社
や商談先ともオンラインで会議がで
きるので、出張費や交通費を削減
できます。また、テレワークを活用
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して在宅勤務を行う社員が増えれ
ば、オフィスの規模を縮小するなど
のコスト削減を検討したり、紙の資
料 が デ ジ タ ル に 置 き 換 わ るペ ー
パーレス化も進みます。

はじめてのテレワーク

チャットやビデオ会議システムを利用して、離れている社員同士

ビデオ会議でコストを
削減しよう

G Suite はテレワークを
実現するクラウドサービス
G Suite は、メール（Gmail）
、予定表
（Google カレンダー）
、ビデオ会議
（Google Meet）
、チャット（Google
Chat）
、ストレージ（Google ドライ
ブ）などが、ブラウザひとつで使え
る「クラウドグループウェアサービ
ス」です。

ブラウザがあればビデオ会議もできる
Google が提供するクラウドグループウェアサービス「G Suite」
は、Webブラウザだけでテレワークに必要なメールや予定表など
のツールが使えるサービスです。G Suite のビデオ会議ツールで
ある「Google Meet」も、特別なソフトをインストールすること
なく、ブラウザですぐにテレワークを始めることができます。

Google Meet はテレワークに
欠かせないビデオ会議ツール
ビデオ会議ツールは、テレワーク
を推進していくために欠かせない
ツールとして急速に広がっていま
す。なかでも、Google Meet は、
Google が誇る強力なセキュリティ
基盤で動作する安全性の高いビデ
オ会議ツールとして、注目されて
います。ビジネス仕様のビデオ会
議ツールとして通信が暗号化され
ているため、会議を安全に実施で
きます。

3
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ビデオ会議を
始めよう

を使ったビデオ会議の概要について紹介

Google Meet

します。

テレワークにおいて、ビデオ会議は重要な
業務の一つです。ここでは、Google Meet

Google Meet とは
「Google Meet」とは、Google が提供するクラウドグループウェ
アサービス「G Suite」に含まれるビデオ会議ツールです。パソ
コンに専用のアプリやプラグインをインストールすることなく、い

できるテレワーク ビデオ会議編

つも使っているWebブラウザを利用してビデオ会議を簡単に始め
られます。また、設定したビデオ会議のURLを伝え、参加者にアク
セスしてもらうだけでビデオ会議が実施できるので、参加者の環
境を気にすることなくビデオ会議を開催することができます。
Google Meet はビジネス仕様のビデオ会議ツールのため、個人
向けのビデオ会議ツールよりも安全性が高いのが特長です。通信
が暗号化されており、Google の堅牢で安全なインフラの元で動
作するため、安心してビデオ会議を実施できます。

ビジネス仕様の Google Meet
を無料で利用できる
2020年4月29日、Google がすべて
のユーザーに Google Meet を解放
することを発表しました。これまで
は、G Suite ユーザーのみが会議を
開催できましたが、現在は Gmail
（XXXX@gmail.com）などの Google
アカウントを所有しているユーザー
であれば、誰でも会議の開催ができ
るようになりました。
な お、Google ア カウントが ない
ユーザーもビデオ会議に参加できま
す。

for Google Meet

モバイル版の Google Meet
も利用しよう

●Google Meet のポインG
◆暗号化による高いセキュリティ

◆Google アプリとのスムーズな連携

◆最大250人まで参加可能

◆Webブラウザだけですぐに実施

※プランによって参加できる人数が異なります。
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Google Meet は、スマートフォンや
タブレット端末からも利用できます。
外出先や移動中でもビデオ会議がで
きるので、会議のスケジュールを柔
軟に調整でき、場所に縛られること
なく会議ができるようになります。
Gmail や Google カレンダーなど、
ほかの Google アプリともスムーズ
に連携し、快適にテレワークができ
ます。
な お、 モ バ イ ル 版 の 利 用 に は、
Google アカウントが必要です。

Google Meet を使ったビデオ会議のやり方
Google Meet は、Gmail やGoogle カレンダーなどほかの
Google サービスとの連携がとてもスムーズです。会議の予定を

Google アカウントを
登録しておこう
Google Meet で会議を設定するに

Google カレンダーに登録する際に、参加メンバーを追加して登

は、Gmail アカウントや G Suite ア

録すると、Google Meet によるビデオ会議のURLが自動で生成

カウントなどの Google アカウント

されます。会議に参加するメンバーには、会議の招待メールとと
もにビデオ会議のURLが送られるので、参加メンバーはそのURL

2
Google Meet

をクリックするだけで簡単にビデオ会議に参加できます。

が必要になります。会議に招待する
相手は Google アカウントは不要
で、誰でも参加できます。

●Google Meet によるビデオ会議の流れ（Google カレンダーを
利用した場合）

① Google カレンダーへ予定を登録する

② 登録した参加者に会議のURLが送られる

③ 参加者が会議のURLをWebブラウザで開く

④ ビデオ会議開始

Google Meet で使える
会議室用の機器もある
「Meet ハードウェア」とは、会議室
に常設できるビデオ会議専用機器で
す。Meet ハードウェアがあれば、
参加者がパソコンなどを会議室に持
ち込まなくてもビデオ会議ができま
す。また、ホワイトボードに手書き
で入力したものをビデオ会議で共有
できる「Jamboard」という電子ホ
ワイトボードもあります。

ビデオ会議をするために必要な機材とは
ビデオ会議には、自分を映すカメラ（Webカメラ）と、相手と会
話するためのマイクとスピーカーが必要です。最近のノートパソ
コンの多くにはWebカメラが内蔵されていますが、内蔵されてい
なければ、Webカメラを用意する必要があります。
また、複数名が集まってビデオ会議をする場合や、外出先でビデ
オ会議をするときには、専用のマイクスピーカーやマイク付きイ
ヤホンがあると便利です。

Google Meet なら、すぐに
ビデオ会議を始められる
Google Meet は特別なアプリケー
ションが不要で、ブラウザひとつで
安全性の高いビデオ会議を簡単には
じめられるサービスです。しかも、
会議の参加者は、Google のアカウ
ントがなくても、URLをクリックす
るだけで会議に参加できるので、社
内外を問わず誰とでもスムーズにビ
デオ会議ができます。
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1

ビデオ会議を
開催するには

ここでは、Google Meet を使ったビデオ
会議の開催方法を説明します。Webブラ
ウザと Google アカウントがあれば簡単に
開催できます。

Google Meet の開始
Google Meetを開く

ブラウザを起動し、Google アカウント
でログインしておく

を
1 ［Googleアプリ］
クリック

対応している
Webブラウザは？

できるテレワーク ビデオ会議編

Google Meet が利用できるWebブ
ラ ウ ザ は、 最 新 バ ー ジ ョ ン の
Chrome ブラウザ、Firefox、Edge、
Safariです。
詳細は以下のURLで確認してくださ
い。
▼Google Meet を使用するため
の 要 件： サ ポ ー G さ れ て い る
Webブラウザ

https://support.google.com/meet/
answer/7317473#browsers

2 ［Meet］をクリック

for Google Meet

ビデオ会議は何人まで
参加できる？

を
3 ［ミーティングに参加または開始］
クリック

2

ビデオ会議を開始する

1

［続行」
をクリック

ビデオ会議への参加人数は、主催者
の Google アカウントの種類によっ
て異なります。
G Suite のユーザー以外、つまり個
人の Google アカウントを使用して
いる場合は、100人まで参加できま
す。
G Suite ユーザーの場合はエディ
ションによって異なりますが、100
人～ 250人が参加できます。詳細は
以下のURLで確認してください。
▼Google Meet を使用するため
の要件：参加人数の上限

https://support.google.com/meet/
answer/7317473#max-participants

注意Google Meet の会議に参加する際、カメラ、マイク、
および通知の許可を求めるウィンドウが表示されること
があります。その場合は［許可］をクリックしてください
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3

主催者としてビデオ会議に参加する

パソコンのカメラを通じて
自分の映像が表示される

1

［今すぐ参加］
をクリック

G Suite のエディションによる
Google Meet の機能の違い
Google Meet はすべての G Suite
エディションで利用できますが、エ
ディションによって機能が異なりま
す。詳細は以下のURLで確認してく

3

ださい。

Google Meet

▼G Suite の各エディションの比
較：Meet

https://gsuite.google.com/compareeditions/?feature=meet

4

ユーザーの追加画面が表示された

ここでは誰も会議に招待しない

1

［閉じる］
をクリック

の
開
始

ビデオ会議の候補者が
表示される
手順4で［ユーザーを追加］をクリッ
クすると、最近メールやチャットで
やりとりした相手が表示されるので、
会議に招待したい相手をスムーズに
追加できます。

［参加に必要な情報をコピー］を ［ユーザーを追加］をクリックして
クリックすると、会議のURLが ほかのユーザーを招待できる
クリップボードにコピーされる

5

ビデオ会議が始まった

主催者としてビデオ会議を開催できた

会議に招待したい候補者が
表示される

簡単に開催できるビデオ会議で
業務の効率化を図る

退出して会議を終了するには、［通話から退出］
をクリックする

Google Meet はシンプルな操作で
簡単にビデオ会議を開催できます。
テレワークで離れた場所で働いてい
ても、誰とでも手間をかけずにビデ
オ会議を開催できるため、コミュニ
ケーションが取りやすくなり、業務
の効率化にもつながります。
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1
1

ビデオ会議の予定を
登録するには
Google カレンダー
Google カレンダーに予定を追加する

予定を入れたい時間帯を
ドラッグ

できるテレワーク ビデオ会議編
for Google Meet

2

予定の作成画面が開く

予定の入力画面が
表示された

8

ドラッグした時間帯が予定表に
追加された

Google カレンダーを使って Google Meet
のビデオ会議を設定できます。ここでは、
Google カレンダーからビデオ会議を設定
する方法を解説します。

Google カレンダーって何？
Google カレンダーは、G Suite に
含まれるスケジュール管理ツールで
す。個人向けの Google アカウント
でも提供されているため、なじみの
あるデザインで直感的に予定を登録
できます。G Suite の Google カレ
ンダーは、組織内のメンバーの予定
も簡単に確認できます。

カレンダーに時間割を設定し
て業務にメリハリを付けよう
カレンダーにルーチンワークや作業
時間、休憩時間など、自分だけの予
定もあらかじめ登録しておくと、仕
事のメリハリを付けやすくなります。
会議の予定を登録するだけでなく、
自分の予定も入れて活用しましょう。

3
1

予定に Google Meet を設定する

タイトルを入力

Meet
2 ［Google
をクリック

のビデオ会議を追加］

ゲストを追加すると自動で
Google Meet が設定される
カレンダーの［ゲストを追加］に会
議の参加者を追加すると、
「複数人
での予定＝会議」と判断されて、自
動的に Google Meet が設定され

4

ます。

GGGGGGG

会議の参加者を追加すると、自動
で Google Meet が設定される

G
G
G
G
G

4

ビデオ会議の予定を保存する

Google Meet が設定された

1 ［保存］をクリック

Google カレンダーにビデオ会議の予定が追加された

G Suite なら会議の設定が
スムーズ
Google カレンダーを利用すると、
会議のスケジュールを設定すると同
時に Google Meet のビデオ会議の
URLが生成されるので、簡単にビデ
オ会議を設定できます。このように
Google カレンダーや Google Meet
が使える G Suite には、メールやド
ライブなど仕事に役立つさまざまな
サービスがあります。サービス間の
連携がスムーズなので、効率的に業
務を進めることができます。
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参加者に会議の
予定を伝えるには

1

Google カレンダーから予定を編集する

ゲストの招待

Google カレンダーを表示しておく

1
できるテレワーク ビデオ会議編

招待したい会議の予定を
クリック

2 ［編集］をクリック

Google カレンダーで会議の予定を設定す
るとき、参加者のメールアドレスを追加す
ると、参加者にメールで会議の予定を伝
えることができます。

参加者の予定を見ながら
会議を設定できる
Google カレンダーの予定に、
［ゲス
トの追加］から参加者を追加すると、
参加者の予定が表示されるので、参
加者のスケジュールを確認しながら
登録できます。
ゲストのスケジュールが
表示される

for Google Meet

2

詳細設定画面からゲストを追加する

予定の詳細を設定する画面が
表示された

を
1 ［ゲストを追加］
クリック

予定の登録だけでなく、
会議室の予約にも使える
Google カレンダーに会議室やプロ
ジェクターなどの設備をあらかじめ
登録しておくと、予定の作成と同時
に 設 備 も 追 加 す る こ と が で き、
Google カレンダーが設備予約ツー
ルとして機能します。すでに予定が
登録されている会議室や設備は表示
されないため、重複予約を防止でき
ます。
会議室もゲストとして
追加しておく
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3

メールアドレスを入力する

ゲストを追加できる表示に
切り替わった

1

参加させたい人のメール
アドレスを入力

会議におすすめの時間を
提案してくれる
Google カレンダーの「おすすめの
時間」という機能を使うと、AIが
会議の日程を自動的に調整してく
れます。予定を作成し、ゲストを
追加した後に［おすすめの時間］
をクリックすると、候補の日時が表
示されます。

5
ゲストの招待

候補の日時が自動的に
表示される

2

vキーを押す

4

メールアドレスが追加された

メールアドレスが参加者の
欄に表示された

1 ［保存］をクリック

任意の参加者として
会議に招待するには
会議にゲストを招待するとき、会議
への参加が必須か任意かを選択して
相手に伝えられます。ゲストを追加
した後に対象のゲストをマウスオー
バーすると、右側に人型のアイコン
が表示されます。アイコンをクリッ
クすると任意の参加者として追加さ
れます。
任意参加の場合はアイコン
をクリックする
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5

会議の招待メールを送る

招待メール送信の確認メッセージが
表示された

参加者が承諾すると Google
カレンダーの表示が変わる

1 ［送信］をクリック

会議に招待した参加者が、自身のカ
レンダーまたは招待メールで会議の
出席を承諾すると、自動的にメール
の返信が届きます。カレンダー上で
は返信待ちの人数が減り、承諾した
参加者のアイコンに緑のチェック
マークが表示されます。

できるテレワーク ビデオ会議編

Google カレンダーの表示
が「返信待ち」から「参加」に
変わる
［キャンセル］や［送信しない］をクリックしたときは、
招待メールが送付されない

6

会議の招待メールが送信された

Google カレンダーの予定を
クリックして、招待したメン
バーを確認する

招待したメンバーが参加を承諾
するまで、「返信待ち」と表示さ
れる

for Google Meet
Google カレンダーの便利な
機能を業務に活用しよう
Google カレンダーには業務効率化
を図るためのさまざまな機能が備
わっています。本レッスンで紹介し
た Google Meet との連携はもちろ
ん、予定に登録した住所は Google
マップと連携するので、場所がすぐ
に確認できたり、そのままルート検
索もできるので、訪問するときに役
立ちます。Google カレンダーをう
まく活用して、さまざまな業務を効
率化しましょう。

12

テクニック

URLの送信でゲストを会議に招待できる

Google Meet は、特別なアプリケーションや専用のアカウ

Meet に参加する］の右側にある［会議のリンクをクリッ

ントがなくても、URLをクリックするだけでWebブラウザで

プボードにコピー］をクリックするとURLがコピーされま

会議に参加できます。会議のURLのコピ—も簡単です。

す。コピーしたURLをメールやチャットで参加者に送り

Google カレンダーで会議の予定をクリックし、
［Google

ましょう。

5

2

Google カレンダーで予定を
クリックしておく

ゲストの招待

●Google Meet のリンクをコピーして参加者に知らせる
Google Chat でURLを送信

1 ［会議のリンクをクリップボードにコピー］
をクリック

ビデオ会議のリンク
が表示された

テクニック

ゲストは、ここをクリッ
クしてビデオ会議に参加
できる

会議をすぐに始めるには

Gmail からもすぐに Google Meet で会議を始められま

できる画面が表示されるので、参加者を追加します。

す。Gmail の画面の左メニューにある［会議を開始］を

10桁の会議コード（xxx-xxxx-xxx）が提供されたときは、

クリックします。別ウィンドウで Google Meet が表示さ

［会議に参加］をクリックしてからコードを入力して会議

れたら［今すぐ参加］をクリックし、ビデオ会議を始めま

に参加します。会議コードとは、会議のリンク（URL）

しょう。会議を始めると、参加者の追加やURLをコピー

の末尾にある「3桁-4桁-3桁」のコードです。

●Gmail の画面から会議を始める

●Gmail の画面から会議に参加する

1 ［会議を開始］をクリック

1 ［会議に参加］をクリック

参加者を追加し
たりURLをコピ
ーして参加者に
共有する

会 議コード を
提供された場
合は、コードを
入 力して参 加
する
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6

社外の人を会議に
招待するには
社外ゲストの参加

Google Meet はWebブラウザがあれば誰
でも参加できるので、相手の環境を気に
せず招待できます。ここでは社外のメン
バーを会議に招待する方法を紹介します。

社外の人も Google Meet に参加できる
Google Meet なら、社内メンバーに限らず、社外のゲストとも
ビデオ会議を簡単に開催できます。社外とのやりとりはセキュリ
ティ面 で 不 安 を 感じ る 人 も い る か もし れ ま せ ん が、Google

できるテレワーク ビデオ会議編

Meet はビジネス仕様のビデオ会議ツールで、通信がすべて暗号
化されるため、安全に使用できます。
また、遠方の取引先との商談などの場合でも、ビデオ会議なら出
張費の削減や移動時間の短縮というメリットもあります。

社内メンバーと
社外ゲストとの違いとは
社内で Google Meet を利用すると
きは、参加者は会議のURLにアクセ
スし、
［今すぐ参加］をクリックすれ
ば、すぐにビデオ会議を始められま
す。社外のゲストの場合は、
［参加
をリクエスト］をクリックした後に、
会議の主催者に許諾を得る必要があ
ります。参加者からすると、面倒な
ようにも思えますが、この手続きを
することで、関係のないユーザーの
参加を遮断でき、安全にビデオ会議
を行うことができます。

for Google Meet

追加したメンバーを
削除するには
予定の作成時に参加メンバーを間違
えて追加したり、参加予定だったメ
ンバーが参加できなくなった場合
は、参加メンバーが表示されている
欄の右側にある をクリックして参
加者を削除できます。
ここをクリックして参加者を
削除できる

社外ゲストも社内と同じように招待できる

14

1

会議の招待メールを送る

レッスン❺を参考に、予定の詳細画面でゲストの
メールアドレスを追加し、保存しておく
招待メール送信の確認メッセージ
が表示された

招待したメンバーは
カレンダーの予定に表示される
カレンダーの画面で作成した予定を
クリックすると、会議の詳細情報が

1 ［送信］をクリック

表示され、会議の主催者や招待した
メンバーが表示されます。人数が多
い場合は「◯人のゲスト」と表示さ
れ、プルダウンすると全メンバーを
確認できます。

6
社外ゲストの参加

会議に招待したメンバーが
予定に表示される

［キャンセル］や［送信しない］をクリックしたときは、
招待メールが送信されない

2

社外の人を会議に招待する

社外ユーザーの招待を確認する
メッセージが表示された

招待メールが送信される

を
1 ［外部のゲストを招待］
クリック

社外とのビデオ会議も
安全にできる Google Meet
Google Meet なら優れたセキュリ
ティを担保しながら、URLひとつで
簡単に会議を開催できます。また、
ブラウザがあればビデオ会議ができ
るので、参加者の環境に左右されに
くいのが特長です。社内のメンバー
とはもちろん、取引先などとのビデ
オ会議にも積極的に Google Meet
を使うといいでしょう。
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7

ビデオ会議に
参加するには

ビデオ会議を始めることができます。ビデ

会議への参加

オ会議への参加方法を確認しましょう。

Google カレンダーから会議に参加しよう

1

Google カレンダーから会議に参加する

できるテレワーク ビデオ会議編

Google カレンダーを
表示しておく

1

ビデオ会議の予定を
クリック

会議の時間になったら、Google カレンダー
に登録されている予定から Gogle Meet で

事前に資料を共有しておこう
Google カレンダーの予定には資料
を添付することができます。会議の
資料や必要な情報を事前にカレン
ダーの予定に添付し、参加者がアク
セスできるようにしておくことで、
スムーズにビデオ会議をスタートで
きます。

マイク機能付きイヤホンで、
より快適な通話を！

for Google Meet

会議の詳細が
表示された

2

Meet
2 ［Google
をクリック

に参加する］

Google Meet で会議に参加する

Google Meet の画面が
表示された

を
1 ［今すぐ参加］
クリック

ビデオ会議では、
「マイク機能付き
イヤホン」が役立つことがあります。
パソコン内蔵のマイクを使うと、周
囲の音を拾いすぎて自分の声がクリ
アに届かなかったり、他者の声が聴
き取りづらくなることがあります。
そのようなとき、マイク機能付きイ
ヤホンがあれば、より快適な通話環
境を準備できます。

自分が発言しないときは
音声をミュートにしよう
Google Meet では、話している参
加者（音が出ている参加者）がフォー
カスされるため、会議で発言してい
ないときは、音声をミュートに設定
するようにします。
ただ、ほかの参加者から意見を求め
られることがあるので、参加者の発
言をよく聞いておきましょう。
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3

Google Meet に参加する

ビデオ会議に
参加できた

退出後に再度参加するには

参加者が Google Meet に接続すると、
画面に表示される

ビデオ会議中に誤って退出した場合
や再度参加したい場合は、退出後の
画面に表示される［再参加］ボタン
をクリックすると、再度会議に参加
することができます。

7
会議への参加

［再参加］をクリックすれば
ミーティングに参加できる
退出するときはここをクリックする

ビデオ会議中に参加者と
チャットができる

ビデオ会議画面のUIについて
Google Meet では、話している人や共有された画面に自動で焦
点が切り替わります。そのほかの表示にしたいときは、画面の右
下にある［その他のオプション］

からレイアウトを切り替えた

り、常に表示したい参加者の画面にある［画面に固定］をクリッ
クすると、固定して表示することができます。
［ミーティングの詳細］をクリック
すると、ミーティング情報が表示
される

ここをクリックする
と、参加者とチャット
ができる

ビデオ会議の参加者とチャットがで
きます。例えば、移動中で声を出せ
ない環境でビデオ会議に参加してい
ても、チャットで意見を言ったり、
参考資料のURLなどをチャットで参
加者に一斉に共有したりすることが
できます。

物理的な距離を感じさせない
ビデオ会議

マイクのオン／オフを
切り替えられる

ビデオ会議を
退出できる

最大16人のタイル表示にレイアウトを
切り替えることもできる

カメラのオン／オフを
切り替えられる

ビデオ会議の最大のメリットは、テ
レワークをしながら離れた場所にい
るメンバーや取引先と手軽に会議や
商談ができることです。単に会話を
するだけではなく、資料を共有した
り、自分の画面を共有したりするこ
とで、実際に会って会議や商談をす
る場合と遜色なく、相手とコミュニ
ケーションができるようになります。
テレワークで在宅勤務を続けている
とオフィスにいるときよりもコミュ
ニケーションが不足することもあり
ます。そのようなとき、ビデオ会議
を利用して手軽にコミュケーション
を取ることができます。
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8

1

ビデオ会議で資料を
共有するには

ることができます。Google Meet での画

共有の設定画面を表示する
を
1 ［今すぐ表示］
クリック

できるテレワーク ビデオ会議編

資料の共有方法を選ぶ

for Google Meet

［画面を共有する］の画面が
表示された
タブ］を
1 ［Chrome
クリック

18

を映しながら参加者とミーティングを進め
面共有の設定を確認しましょう。

画面の共有

Google Meet でビデオ会議に
参加しておく

2

ビデオ会議では、自分のパソコンの画面

ここでは、自分のパソコンに表示してい
る Google ドキュメントを共有する

共有したい画面だけを選べる
Google Meet では、共有したい画
面を［あなたの全画面］
［ウィンドウ］
［Chromeタブ］から選択できます。そ
れぞれの共有範囲は以下の通りです。
・あなたの全画面：自分が見ている
画面がそのままが相手に共有され
ます。
・ウィンドウ：パソコンで開いてい
るウィンドウやアプリケーション
を選択して共有します。
・Chrome タブ：Google Chrome
の特定のタブを選択して共有しま
す。

Chrome タブの画面共有は
音声も共有できる
画面共有をするときに、画面だけで
はなく、動画などの「音声」を伝え
たい場合は、
［あなたの全画面］や［ウ
イ ン ド ウ ］ で の 共 有 で は な く、
［Chrome タブ］で画面共有するこ
とで、そのタブで出力されている音
声を相手に共有することができま
す。

3

共有する画面を選択する

［Chrome タブの共有］画面が
表示された

1

Google ドキュメントを
クリック

画面の共有が終わったら、
共有を停止しよう
画面を共有している間は、参加者全
員に自分の画面が表示されます。共
有を終えるには、Google Meet の
画面に表示されている［固定表示を
停止］をクリックします。

8
画面の共有

［固定表示を停止］をクリック
して共有を終了できる

2 ［共有］をクリック

4

自分の画面が相手に表示される

共有が開始された
メッセージが表示
された

ビデオ会議に参加している
メンバーの画面にもGoogle
ドキュメントが表示される

共有を終了するときは
［中止］をクリックする

画面共有で資料を表示して、
効率良く会議を進めよう
言葉だけでは伝えづらい内容を説明
したり、会議資料を確認できない環
境でビデオ会議に参加するメンバー
がいるときなどに、画面の共有機能
はとても役立ちます。Google Meet
の画面共有機能を利用して、自分の
画面を参加者と共有しながら話を進
めることで、具体的な内容をお互い
に把握できます。
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9

議事録を同時編集して
会議を効率的にするには
Google ドキュメントの共有

複数名で一つのファイルに同時にアクセス
してリアルタイムに編集できる Google ド
キュメントの特徴を生かして、議事録を
作ってみましょう。

Google ドキュメントを共有する
Google ドキュメントとは、Webブラウザ上で作成・編集ができ
るドキュメントエディタで、Google アカウントを持つほかのユー
ザーとリアルタイムで共同で編集できます。

できるテレワーク ビデオ会議編

ビデオ会議の参加者と Google ドキュメントで議事録を共有し、
ビデオ会議中に参加者全員でアクセスしながら会議をするという
ような使い方ができるので、とても便利です。

1

共有画面を表示する

共有する Google ドキュメントを
表示しておく

1 ［共有］をクリック

共有相手に招待メールを送る

共有の設定画面が表示された

1

共有したい相手のメールアド
レスまたはユーザー名を入力

2

共有相手の権限が［編集可］に
なっていることを確認

3 ［送信］をクリック
20

会議の議事録用に Google ドキュメ
ントを新しく作成し、会議で話した
いトピックをアジェンダとして事前
に記入しておきます。その後、会議
を始める前までに、作成したファイ
ルの［共有］メニューから、会議の
参加者がアクセスできるよう設定し
ます。

会議中に議事録を見ながら
話し合おう
ビデオ会議が始まったら、共有した
議事録を見ながら話を進めましょ
う。
「会議の参加者全員がそれぞれ
の画面で議事録を開きながら話す」
のもいいですし、レッスン❽で紹介
した画面共有を利用して、
「参加者
の一人が議事録を開き、その画面を
全員に共有しながら話す」ことも効
果的です。会議を主導する立場の人
が画面を共有すると、スムーズに話
を進められます。

for Google Meet

2

会議のアジェンダを
「事前に」共有する

リアルタイムで同時に編集する

1

Google ドキュメントはコミュ
ニケーションツールでもある

共有相手の編集状況を確認する

共有相手が Google ドキュメント
を開くと、名前が表示される

Google ドキュメントは、単にドキュ

Google ドキュメントの共有相手
のアイコンがここに表示される

のツールとしても活用できます。共
有したファイルを同時に編集すると
き、相手にメンションを入れてその
場ですぐにコメントを残せます。メ
ンションとは、コメント内にユーザー
名を明記して、相手に知らせる機能
です。コメントをタスク化して相手
に依頼することもできるので、ドキュ
メント内でコミュニケーションが可
能です。

9
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共有相手のコメントに対し、
会議中にすぐにコメントを
返信できる

共有相手が編集した結果が表示される

2

メント作成ツールというだけではな
く、コミュニケーションやタスク管理

Google ドキュメントにコメントを追加する

共有相手が編集したテキストに
コメントを付ける

を
1 ［コメントを追加］
クリック

議事録作成も会議も
同時進行できる

コメントの入力画面が表示された

2

コメントを入力

3 ［コメント］をクリック

会議がスムーズに進行して、有意義
なやりとりができればひと段落です。
しかし、時間がたつと、会議や打ち
合わせの内容が思い出せなくなる
ケースもあることでしょう。
Google Meet での会議中に Google
ドキュメントで議事録を共有してお
くと、話している内容をその場で確
認できるため、勘違いや誤解を減ら
せます。
会議終了時には議事録が完成してい
るので、後で話の内容をまとめ直す
手間がかからず、効率良く仕事を進
められます。
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レッスン

10

遅延や音声の途切れを
改善するには

設定画面を表示する

できるテレワーク ビデオ会議編

画面右下の［その他のオプション］
をクリック

for Google Meet

2
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を
2 ［設定］
クリック

通信設定の画面を表示する

音声と動画の設定画面が
表示された

Google Meet の設定で通話品質の調整を

通話品質がビデオ会議の要

Google Meet で会議に参加しておく

1

相 手 の 映 像 が 遅 延 するような 場 合 は、
行います。

設定

ビデオの解像度を変更する

1

通信環境が不安定で音声が途切れたり、

タブを
1 ［動画］
クリック

ビデオ会議の最中に音声が途切れた
り、相手の映像がスムーズに表示さ
れないと、ストレスを感じることが
あります。安定した通信環境を整え
ることも重要ですが、このレッスン
を参考に通話品質を調整するといい
でしょう。

スマートフォンを使って
参加できる
Google Meet では、スマートフォン
からもビデオ会議に参加できます。
その他のオプションメニューから
［ス
マートフォンを通して音声を利用］
を選択すると、電話番号とPINコー
ドが表示されます。電話をかけて
PINコードを入力すると、音声のみ
で会議に参加できます。ただし、G
Suite の管理者の設定によっては使
えない場合があります。

3

ビデオの解像度を変更する

送信時と受信時の解像度を
確認する

（360p）］を
1 ［標準解像度
クリック

解像度を下げても画面上の
表示はそれほど変わらない
送信時と受信時の解像度を下げる
と、ビデオ通話で使用する通信帯域
を減らすことができます。解像度を
下げても画面上の表示は極端には変

10

を［標準解像度
2 ［送信時の解像度］
（360p）］に設定

設定

わらないので、通信が不安定な環境
でビデオ会議をするときは解像度を
変更してみましょう。

3 ［完了］をクリック
通話品質が改善されない場合
はビデオをオフにしよう
解像度を下げてもビデオ通話の品質
が改善されない場合は、カメラのア
イコンをオフにして送信側を音声の
みにしましょう。それでも改善され
ない場合は、受信側も音声のみに変
えて、音声通話で会議を進行するこ
とを試すといいでしょう。

カメラをオフにする
Google Meet で会議に
参加しておく

1

カメラのアイコンを
クリック

最適な設定でストレスなく
ビデオ会議を実施しよう

ビデオがオフになった

Google Meet は、シンプルな画面で
簡単にビデオ会議の設定を変更でき
ます。音声が途切れたり、映像が固
まるなど、ビデオ会議に支障が出る
場合は、解像度の変更やビデオのオ
ン／オフの切り替えなどで調整でき
ます。場所や時間帯によっては通信
環境が安定しない場合もあるので、
会議がスムーズにできるよう、環境
に合わせて柔軟に対応しましょう。
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Gmail

ドライブ

カレンダー

Meet

Chat

フォーム

Keep

Chrome

業務での活用方法
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ノウハウを凝縮した、プロトレーナーによるレクチャー動画を中心とする
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という低価格で、企業規模を問わず、社内のスキル底上げにご利用いただけます。

G Suite 活用状況を無料診断

無料トライアル提供中

1 カ月間、レクチャー動画の一部を
ご覧いただけます
https://master-apps.jp/master-program

Master Report

アプリの利用率から、組織のクラウド浸透度・
コラボレーティブな行動レベルまで見える化

G Suite の活用状況を数値化し、組織のクラウド
活用状況、そして業務上のコラボレーション行動
など協働的な働き方がどの程度浸透しているかを
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利用状況をまずは知っていただき、よりよく活用
いただくために開発したものです。
社内の G Suite 活用状況の見える化と改善のため
に、ぜひご利用ください。
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Web サイト上で無料診断をすぐに
実施いただけます
https://master-apps.jp/master-report
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