
【Web会議参加者向け】

事前に動作確認を希望される方は、以下の手順に従って実施ください
参加者が複数名の場合は事前テストの徹底を推奨します

テスト接続時は、当日使用予定の端末（PC、タブレット等）、機器（マイク）を接続して実施して下さい。
接続に必要なアプリケーションがインストールされますので、当日の接続がスムーズになります。

※操作ビデオのご紹介

手順2の画面を
一番下までスクロールし
[Attendee QuickStart Guide]リンクをクリック

[GoToMeeting Attendee Quick Start]
リンクをクリック

テスト接続方法

1. 下記URLへアクセス

2.結果を確認

3.画面を下にスクロールし
Join a test sessionをクリック

4. オーディオのテスト画面を表示

5. マイク、スピーカーの状態を確認

6.終了

https://link.gotomeeting.com/system-check

・環境のチェックが自動的に実行されます
・青いバーが右に伸びていきます！

Join a test sessionをクリック

・GoToOpenerのインストールが始まります
・インストールが完了するとGoToMeetingが
自動で起動します

・Looks good!であれば成功
・問題がある場合は画面に表示されるので
画面に表示されている詳細を確認します

コンピューターオーディオ
オプションをクリック

コンピューター
オーディオを
クリック

(1)マイクを選択

(2) 声を出してインジケー
ターの反応を確認

(4) サウンドのテスト
をクリックし、音声
が聞こえるか確認

(3) スピーカーを選択

https://link.gotomeeting.com/system-check


【Web会議参加者向け】

参加時の基本操作

1.招待メールのリンクをクリック

2.GoToMeetingのセットアップ

3.名前の入力（メールアドレスは任意入力）

4.GoToMeetingへ接続

5.サウンドチェック

6.Webカメラ

7.画面共有

8.コンソールの最小化／最大化

9.退席（切断）

・GoToMeetingは主催側よりWeb会議への招待
メールを送付いたします

・招待メールにはURLリンクが含まれています
・URLリンクをクリックしてください

・クリックするとセットアップの指示画面が
表示されます
・実行をクリックしその後の指示に従うと

GoToMeetingのセットアップが完了します

・Web会議に入る前に、名前を入力してOKをク
リックしてください
・施設名と苗字（例：大阪市大逢坂太郎）を
入力頂くと他の参加者にもわかりやすいです

・画面右上にコンソールが表示されます

・クリックするとマイク・
スピーカのセルフチェックができます

・スピーカチェックは再生マークをクリックする
と流れる音声が聞こえるか確認できます

・マイクチェックは話してマイクレベルが反応し
ているか確認できます

・Webカメラが接続されてい
る場合、Webカメラタブを
クリックするとカメラ映像
が表示されます
・複数のカメラが接続されて
いると、選択できます

・会議中に「発表者になりました」という画面共
有のリクエストが届きます
・共有をクリックすると参加者へデスクトップが
共有されます
・コンソール内の緑の画面マークをクリックする
と、画面共有は解除されます

・過去にGoToMeethingを利用した（テスト接続も含む）端末は
セットアップが省略されます

・使用するブラウザにより、ブラウザ版が起動してセットアッ
プに至らない事がございますので詳しくは「便利機能」の
「GoToMeetingブラウザ版」をご確認ください

URLリンクをクリック

「実行」をクリックして
Openerをセットアップ

続けてGoToMeetingのセットアップ

①マイク／ミュート（クリックして切替）
グリーンはマイクON、オレンジはミュート
②画面共有（クリックして切替）
グリーンは公開している状態、グレーは非公開
③Webカメラ共有（クリックして切替）
グリーンは公開している状態、グレーは非公開

・タブメニュー
各機能の詳細設定メニューが表示される
（初期表示は、[オーディオ]の詳細設定画面）
・マイク/スピーカーの設定
使用したい機器が選択されているか確認

・チャット
音声による会話ができない時などに活用を！
・ミーティングID
現在の会議のID。Webからの簡易接続の時に便利！

スピーカチェック マイクチェック

・コンソール右上×の左にある最小化マークをク
リックすると、画面上中央に最小化されます
・最小化された右端のマークをクリックすると元
に戻ります

※見せたくない情報は共有前に閉じておいてください

① ② ③

デュアルモニター（外部モニ
ターに接続）している場合は、
共有したい画面を選択

公開

非公開

クリックして
音が鳴ればOK

最小化

最大化

・主催側が会議を終了すると自動的に切断します

ドラッグで画面端に
移動できます

マイクに話し
かけてインジ
ケータが反応
すればOK



【Web会議参加者向け】

便利機能

◼チャット

◼スクリーンショット

◼描画（ペンツール）

◼自主退席（切断）

◼GoToMeetingブラウザ版

◼GoToMeeting動作環境
（2018年7月25日時点）

・音声による会話ができない時
など、文字で会話する事がで
きます
・メッセージを入力して「送
信」をクリックしてください

・画面共有を静止画として保存したい場合、ウ
インドウの上にある「スクリーンショット」を
クリックしてください。
・画像はデスクトップへJPEG形式で保存されま
す。

※詳細は下記URLよりご確認ください

https://support.logmeininc.com/gotomeeting/help/
what-are-the-system-requirements-for-using-the-
desktop-app-g2m090014

OS
・Windows 7～Windows 10
・macOS 10.9 ～ 10.13
（Mavericks ～ High Sierra）

インターネット
速度

・1 Mbps以上
（ブロードバンド推奨）

ソフトウェア ・JavaScriptを有効にする

ハードウェア

・メインメモリ：2GB以上
・マイク・スピーカー
（USBヘッドセット推奨 **）
・Webカメラ
（HDFacesを使用する）

・GoToMeetingをコンピュータにインストールする
には、次の要件を満たしている必要があります

・発表者として画面共有している場合、ペン
ツールを使って画面に描写することができます
・発表者が許可をすれば参加者も描画すること
ができます
・ペン、蛍光ペン、スポットライトを切り替え
ることができます
・ペンは右クリックで色を変更できます
・描画内容を消すときは「ゴミ箱」をクリック
します

ペン
（右クリックで色の選択）

蛍光ペン

スポットライト

すべての描画を削除

参加者の描画許可

・会議終了前にコンソールの右
上×をクリックすると退席を
問われます

・はいをクリックするとWeb会
議から退席します

・GoogleChrome等のブラウザを使用している場合、
GoToMeetingのセットアップに至らずブラウザ
版が起動することがあります
・コンソールが縦になりますが同じように会議に
参加することができますので、アプリのインス
トールができない場合は利用ください

・ブラウザ版コンソールの下部にある「Switch to 
the desktop version」をクリックするとセット
アップへ進み、通常の（アプリ版）
GoToMeetingに切り替えることもできます。

Switch to the 
desktop version
をクリック

Switch to desktop

コンピューター
オーディオを
クリック

GoToMeeting
ブラウザ版

ブラウザ版コンソール

歯車マークをクリックすると
マイク、スピーカ、
カメラの設定が可能

https://support.logmeininc.com/gotomeeting/help/what-are-the-system-requirements-for-using-the-desktop-app-g2m090014
http://enable-javascript.com/
https://support.logmeininc.com/gotomeeting/help/what-are-the-system-requirements-for-using-the-desktop-app-g2m090014#note
https://support.logmeininc.com/gotomeeting/help/share-your-webcam-desktop-app-g2m040007


Q4.マイク・カメラが利用できない

Q5.招待メールを受信していない端
末から参加したい

Q1.この画面から進まない

Q2.音声が聞こえない／届かない

Q3.会議へ参加中に機器の接続

→ 設定→

【Web会議参加者向け】

・GoToMeetingの設定でどうしても改善しない
場合、Windows10のプライバシー設定に問題
があるかもしれません
・Windows側で、各デバイスに対しアプリから
のアクセス許可を設定されているか確認して
ください

・マイク（紫枠）
「マイク」をクリックし「アプリがマイクに
アクセスできるようにする」をオン（赤枠）
にする

・カメラ（緑枠）
「カメラ」をクリックし「アプリがカメラに
アクセスできるようにする」をオン（橙枠）
にする

・届いた招待メールの
リンクをクリックして
も右のウインドウが表
示され、先へ進まない
時は、主催側が会議を
開始していない状態で
す
・主催側が開始すると、
自動的に開始されます

・招待メールのリンクの最後の数字9文字が
ミーティングIDです
・下記URLの画面でミーティングIDを入力し、

Joinをクリックすると会議に参加できます。

https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting

①ミーティングID（数字9桁の数字）を入力

②Joinをクリック

“gotomeeting”, “join”で
検索可能です！

・音声を出したいスピーカーが
正しく選択・接続されている
か確認してください
・HDMIで液晶モニタ等に接続し
ている場合、モニタから音が
出る設定になっていることが
ありますのでご注意ください

・マイクが正しく選択・接続さ
れているか確認してください

・インジケータ―を参考に、
緑のラインが真ん中あたりに
くるようにマイクと口の距離
を調整してください

・USB Webカメラにマイクが内
蔵されているモデルがありま
すのでご注意ください

・ヘッドセットやイヤホンを会議へ参加中に接続
した場合、下のウインドウが表示されます。

・今接続した機器を使用したい場合は「新しい
ハードウェアを使用」をクリックしてください
・HDMIで液晶モニタやプロジェクタを接続した
場合も同じウインドウが表示されますが、PCス
ピーカやすでに接続している外付けスピーカを
続けて使用する場合は「後でする」または×を
クリックして閉じてください

スピーカ選択

マイク選択

今、接続した機器を使いたい 今、接続した機器は使わない

FAQ

https://www.gotomeeting.com/meeting/join-meeting

	テスト接続方法
	１.下記 URLへアクセス
	２.結果を確認
	３.画面を下にスクロールしJoin a test sessionをクリック
	４.オーディオのテスト画面を表示
	５.マイク、スピーカの状態を確認
	６. 終了

	参加時の基本操作
	１.招待メールのリンク
	２.GoToMeetingのセットアップ
	３.名前の入力
	４.GoToMeetingへ接続
	５.サウンドチェック
	６.Webカメラ
	７.画面共有
	８.コンソールの最小化／最大化
	９.退席（切断）

	便利機能
	■チャット
	■スクリーンショット
	■描画（ペンツール）
	■自主退席（切断）
	■GoToMeetingブラウザ版
	■GoToMeeting動作環境

	FAQ
	Q1. 会議に参加できない
	Q2. 音声 が聞こえない
	Q3. 会議へ参加中に機器の接続
	Q4. マイク・カメラが利用できない
	Q5. 招待メールを受信していな端末から参加したい




