
○事件チームを作った直後は，「ファイルへのアクセス権がない」旨表示される場合があります。

(1) フォルダの作成画面を開く

(2) フォルダの新規作成

第２ ファイル共有とその準備

２ フォルダの作成

②「作成」をクリック

①フォルダ名を入力

裁判所

①「チーム」画面でチームを
選択し，「ファイル」タブを
開く ③「フォルダー」をクリック。

新規作成画面が開く

②「新規」をクリック
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○ファイルをチーム上にアップロードする手順はいくつかあります。ここでは代表的な手順を記載しております。

(1) アップロード画面を開く

(2) ファイルを選択してアップロード

※デスクトップなどにあるファイルをこの画面内（又はフォルダ）にドラッ
グ＆ドロップする方法でも，ファイルをアップロードすることができます。

第２ ファイル共有とその準備

３ ファイルのアップロード
共通

①「チーム」画面でチームを
選択し，「ファイル」タブを
開く

②「アップロード」をクリック

※ フォルダ内にアップロードす
るときは，フォルダを開いてから
「アップロード」をクリックする。

①ファイルを選択

②「開く」をクリック
16

③「ファイル」をクリック



○ファイルをダウンロードする手順はいくつかあります。ここでは，Teams上にアップロードされているファイ
ルをダウンロードする場合の代表的な手順を記載しております。

(1) ダウンロードするファイルの選択

(2) ダウンロードする

第２ ファイル共有とその準備

４ ファイルのダウンロード
共通

①「ファイル」を
クリック

②自動的にダウンロー
ドが開始されます。
ファイルは端末のドラ
イブ内の「ダウンロー
ドフォルダ」に格納さ
れています。

①「ダウンロード」
をクリック
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②ダウンロードしたいファイル
の「・・・」をクリック



第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）

○チーム内でウェブ会議を始める方法としては，会議を予約をする方法（第３の１）と，会議を予約せず直ちに
開始する方法（第３の２）の２つの方法があります。

○会議を予約すると，裁判所のチーム画面上でスケジュール管理することができるほか（ゲストユーザーはでき
ません。），ゲストユーザーには会議を予約したメールが送信されます。

(1) 会議予約画面を開く

(2) 予約の内容を入力

裁判所

「予定表」をクリック

①会議のタイトルを
入力

③開始時間・終了時
間を入力

⑤会議の詳細を入力

④会議を行うチームを選択
（通常は「一般」を選択する
ことになる。）
※選択されたチームのメン
バーのみが会議に参加可能

⑥「送信」をクリック
②会議に参加する
ユーザー名を入力

当事者等の画面には表示されません。

当事者

「＋新しい会議」をクリック
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(3) 予約内容の共有・通知

１(2)で予約を確定すると，自動的に通知されます。

○Teams「投稿」画面のメッセージ

○E-mailでの通知（ゲストユーザーに届くメール画面）

第３ ウェブ会議を行う

１ 会議を始める（予約をする場合）
共通

この画面をクリックすると，会議参
加画面（第３の１(4)）が表示される。

裁判所

①「チーム」画面でチームを選択
し，「投稿」タブを開く

「投稿」画面に予約内容が表示される。
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第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）

(4) 会議参加画面を開く（裁判所）

〇 会議に参加する

裁判所

当事者等の画面には表示されません。

当事者

①「予定表」画面を開く

②スケジュールの中
から参加したい会議
を選択
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第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）

(5) 会議参加画面を開く（当事者等）

① Teamsの画面からビデオ会議に参加する

○ウェブ会議の期日の時間になりましたら，Teamsを立ち上げ，「投稿」画面に予約内容が表示された状態でス
タンバイします。他のメンバーが会議に参加すると，会議の予約場面に「参加」ボタンが表示されるので，こ
れをクリックすると，会議参加画面に遷移します。

当事者

①「チーム」画面でチームを選択し，
「投稿」タブを開く。

③既に他のメンバーが会議に
参加すると，「参加」ボタン
が表示されるので，これをク
リックする。

21
④「今すぐ参加」をクリック



第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）

(5) 会議参加画面を開く（当事者等）

② 裁判所から届いた会議予約メールからビデオ会議に参加

○また，他のメンバーが会議に参加していなくても，裁判所から届いた会議予約メールに貼付されたリンクをク
リックすることで，会議参加画面に遷移することもできます。

○会議の予約設定日時（メールの受信日）と会議の日時が同時でない場合には，会議開始前にメールを検索して
おく必要があります。

当事者

①「Microsoft Teams会議に参加」
をクリック
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②「今すぐ参加」をクリック



裁判所 当事者等

第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）

(6) 会議の開始

当事者等が会議に参加するまで
は，裁判所の端末のカメラの映
像が画面に表示される

１ 会議を開始する（予約をする場合）
共通
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当事者等が「今すぐ参加」
をクリック



裁判所 当事者等

第３ ウェブ会議を行う
１ 会議を始める（予約をする場合）１ 会議を開始する（予約をする場合）

共通
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(7) 会議中に参加中の当事者等を確認

(8) 会議に参加していない当事者等に参加を依頼
(予定時刻に当事者が参加してこない場合）

第３ ウェブ会議を行う

１ 会議を開始する（予約をする場合）
共通

②ここをクリック
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②「会議」と表示されるビデオ通話
アイコンをクリックすると，会議参
加画面に遷移する

【会議を予約せずに会議を開始する方法】

○Teamsでは，会議を予約しなくても，「今すぐ会議」と表示されるビデオ通話アイコンをクリックすることで，
直ちに会議に参加することができます。その後，会議に参加していない当事者等に参加を依頼する方法（第３
の２④）で順次当事者等に参加を依頼してください。

○予約をして開始する会議（第３の１の手順）と，予約をしないで開始する会議（第３の２の手順）は，別の会
議となります。したがって，予約をした会議を開始したところ，別のメンバーが予約をしないで会議を開始し
ようとすると，メンバーとすれ違いになるおそれがありますので，会議を予約した場合には，第３の１の手順
で会議を開始する方法が適切です。

第３ ウェブ会議を行う

２ 会議を開始する（予約をしない場合）
共通

③「今すぐ会議」をクリック
して会議に参加
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⑤当事者等がTeamsを立ち上
げていると，画面右下に呼び
出しの画面が表示されるので，
「承諾」をクリック



裁判所 当事者等

※赤枠内が共有されている画面です。

(1) 共有トレイを開く

(2) 画面を共有

上記(1)で，Wordファイルを選択した場合の画面

第３ ウェブ会議を行う

３ 会議中に画面を共有する
共通

ウェブ会議の映像は右下に表示されるが，デュアル
モニターに設定している場合，ウェブ会議の映像を
別の画面に表示させることが可能である。

ウィンドウのほか，端末で開いて
いるファイル等の中から共有する
画面を選択する

デスクトップを共有すると，他の会議参加者がデスク
トップ上のファイル名等を視認することが可能になる
ため，使用してはならない。
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会議中の画面上部にある「共
有」アイコンをクリック

画面共有の「終了」アイコン
をクリックして画面共有を
終了



○会議中にチーム上で共有されているファイルを開くことができます。
（→会議中のファイルの編集は第３の５参照）

(1) 会議中の画面からファイル画面を開く

(2) ファイル画面から会議中の画面に戻る

第３ ウェブ会議を行う

４ 会議中にファイルを開く
共通

③「ファイル」タブを開
き，開きたいファイル名
をクリック

①「チーム」をク
リック
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○ファイルを開いた画面（第３の４）から，当該ファイルを編集（共同編集）することができます。

(1) 編集方法の選択

(2) 編集を行う

○「Teamsで編集」
Teams上の画面上でファイルの編集を行うことができます。事件グループ内で同時に共同編集を行うこともで
きます。

○「ブラウザーで開く」
Word Online等が立ち上がり，別ウィンドウで編集を行うことができます。事件グループ内で同時に共同編集
を行うこともできます。Word文書の場合には，基となるWord文書で「変更履歴の記録」を設定すれば，見え
消し部分を確認しながら編集作業を行うことができます。

第３ ウェブ会議を行う

５ ファイルの編集
共通
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(1) 背景変更機能

○ウェブ会議の会議中の画面の背景を変更することができます。

○カメラをオフにしてから会議に参加し，「背景効果を表示する」をクリックして背景の設定をすると，会議の
最初から背景をぼかすことができます。

第３ ウェブ会議を行う

６ 会議中のその他の機能（背景変更機能）
共通

①会議中の画面上部の
「・・・」をクリック

②「背景効果を適用する」
をクリック

裁判所の画面には会議を録画で
きる機能が表示されますが，
ウェブ会議の録画は認められて
いないため，使用しません。

④背景にぼかしが入る
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③背景を選択してクリック


