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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

前書き
Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方をご覧いただき誠にありがとうございます。

Dropbox は 2008 年にオンラインストレージとして始まったサービスです。

多くの方々に Dropbox をストレージサービスとして認識いただいており、大変ありがたい限りです。

Dropbox のミッションは皆さんの「働き方をシンプルにすること」です。ストレージサービスの提供を基盤としながら、共同作業を
中心とした仕事効率を改善するためのさまざまな機能を提供しております。

これらの機能を Dropbox 社員たちは日々使用し、業務効率を上げることに尽力しながら働いています。Dropbox の機能や良いと
ころを皆様により理解していただきたく、Dropbox 社員の使い方の一部をこの小冊子にまとめて配布することを思いつきました。
実際この小冊子を作るために Dropbox の同僚にインタビューしたところ、人それぞれの仕事があるように人それぞれの使い方があ
ることを改めて実感しました。本書では 5 人の Dropbox 社員の Dropbox の使い方を紹介しています。1 つでも参考になる使い方
をご提供できれば幸いです。

Dropbox Japan

Growth Marketing

植山
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
すべてのファイルを Dropbox に保存しているので、どこからでも仕事ができます。
人事部 高橋の Dropbox の使い方

Before: とにかく忙しかったので、帰宅しても頭の中が仕事モードでした
以前の仕事は充実はしていましたが、忙しくて自宅に帰っても頭が仕事から家庭に切り替わっていませんでした。なので、家に帰っ
て子供と時間を過ごした後も、子供が寝たら仕事をするようなこともあり、正直早く寝て欲しいと思ったこともありました。

旅行に行った時も仕事のことをばかり考えていたので、親や友人に怒られたこともあり、両親には当時を振り返って「以前のあなた
は心ここにあらずだった。以前のあなたは好きじゃなかった」と言われました。仕事に追われて日々焦っていたのだと思います。

 
非効率な IT 環境での仕事だった
今、思い返すと改善余地がたくさんある IT 環境で働いていましたので、具体的に挙げてみます。

• 会議が多く、会議の後に議事録をまとめていたので夕方に 1 時間から 1 時間半は議事録を作ることに時間を使っていた。

• オファーレターは印刷して署名をもらうのですが、署名に期限があるため、相手も忙しい場合はこちらから相手のいるところ
に出向いて署名をもらっていた。

• 社内のファイルサーバーがあり、社外から VPN を使ってアクセスすることができました。自宅から仕事ができると思って試し
てみましたが、あまりにもアクセスが遅いので社外から仕事ができる環境ではありませんでした。

• チームメンバーで 1 つの Excel を使ってプロジェクトの進捗を常に更新をしていました。ファイルはファイルサーバーに保存し
てあり、全員がアクセスして編集していましたが、1 人ずつしか編集ができないので、5 人や 10 人が順番待ちをして、自分の順
番が回ってきて初めて Excel ファイルを編集できるという状態でした。

• メールは 1 日 300 通ぐらい送られてくるので、メールの仕分けと探すことにかなりの時間が取られていました。後からメール
を探すことにも時間がかかっていました。

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

After: 時間も頭も仕事と家庭の切り分けができています
現在、アジア全体の人事を担当しています。アジア全体の担当ですが、ヨーロッパやアメリカの同僚たちと一緒にプロジェクトを進
めているので、かなり広範囲の時間帯で連絡を取り合って仕事をしています。グローバルに仕事していると、相手がこちらにメール
を送っても返信できるのが翌日になってしまうのが普通です。私の性格として人を待たせたくないので、緊急なときはすぐに返信し
たいと思っています。しかし、子供がいるので仕事とプライベートはきちんと分けています。だから仕事にも集中できるし、子供と
向き合うこともできているので、自分のライフスタイルに満足しています。

Dropbox で変わった仕事環境
Dropbox などの IT を多用する仕事の仕方で大きく3つのことが変わりました。

1. 会議の議事録は Paper で作っているので、参加者たちみんなで議事録をその場で同時に書くことができます。議事録は会議
が終わると同時に完成しているので効率的です。

2. オファーレターも電子署名を採用しているので、メールでやり取りが終わるのでとても早いです。

3. すべてのファイルを Dropbox に保存しているので、オフィスと自宅、外出先のどこからでも仕事のファイルにアクセスできます。
なので、ストレスなく自分の好きな場所や時間で仕事ができます。たとえば子供が突然病気になって自宅にいなければならな
いときも、普通に自宅から仕事ができます。

私は時間を有効活用している方だと周囲には言われますが、IT 環境などは自分では変えられないので、個人が頑張っても限界が
あります。生産性を上げるには個人と会社、両方の努力が必要だと思います。

IT 環境が変わることでこんなにも早く仕事が片付くということを Dropbox を通して実感することができました。

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

安心して、どこからでも仕事ができる環境の作り方 4 ステップ

1. 自分のワークフォルダを Dropbox にする
パソコンに Dropbox のソフトウェアがインストールされていない場合は http://www.dropbox.com/install よりインスト
−ルしてください。

自分の仕事で作るファイルはすべて Dropbox フォルダに保存しています。だからデスクトップ上にファイルはほとんどあ
りません。こうすることで 2 ついいことがあります。

1. Dropbox フォルダに大事なファイルを保存するので、万が一パソコンが故障、紛失しても大事なデータは最新の
状態で Dropbox に残っているので仕事に大きな支障をきたしません。仕事をする上で安心感があります。

2. 会社のパソコン、自宅のパソコン、スマートフォンからいつでも最新のファイルにアクセスできるので、仕事する
場所を選びません。

次に気をつけていることはフォルダ構成です。

一番上のフォルダにはファイルを保存しません。自分の仕事を大きくカテゴリー分けした内容のフォルダ構成にしていま
す。フォルダ名の頭には 00、 01 と番号をつけています。優先順位の高いものほど若い番号にして上に表示されるように
しています。

共有フォルダに招待されると一番上のフォルダに共有フォルダが入りますが、適切な場所に移動して整理しています。

フォルダの階層はだいたい 4 階層ぐらいに収まればいいと思っています。

このようにしておくとスマートフォンからファイルを探すときも迷わず、早くアクセスできます。

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

2. ハードディスクの容量があまり大きくない自宅のパソコンは重要なフォルダのみ同期
自宅のパソコンのハードディスクの容量が 128 GB なので、Dropbox フォルダをすべて同期してパソコンに保存してしまうとハード
ディスクがいっぱいになってしまいます。なので、よく使うフォルダだけパソコンに保存する「選択型同期」という機能を使ってい
ます。これで重要なファイルには常にアクセスできますし、パソコンに保存していないファイルを見たいときもブラウザで 
Dropbox.com にアクセスして見られるので不便さはまったく感じません。

選択型同期の設定方法
1. Dropbox 画面のギアマークをクリックして「基本設定…」をクリックします。 

2. 「アカウント 」をクリックして、選択型同期の「設定を変更…」をクリックします。

3. 設定しているパソコンのハードディスクに保存しないフォルダからチェックマークを外します。

「更新」ボタンをクリックすると確認のメッセージが表示されるので、再度「更新」をクリックすれば設定が完了します。

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

3. スマートフォンアプリを使えば外出先からでもファイルにアクセス
スマートフォンを持っているのであれば、Dropbox のスマートフォンアプリをインストールすることをお勧めします。

iPhone の場合は App Store、Android 携帯でしたら Google Play より Dropbox で検索すると出てきます。

アプリをインストールして、ログインをすればスマートフォンから Dropbox の中の全ファイルにアクセスできます。

1. インストール直後              2. ログイン画面     3. Dropbox に保存したファイルにアクセス

いつでもどこでも自分のスケジュールに合わせて仕事しています
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

4. スマートフォンが圏外の時でも大事なファイルを見られるようにしています
毎週の進捗を記録しているレポートなど大事かつ頻繁にアクセスするファイルは、スマートフォンが圏外でも見られるよう
にしています。以前外出先で突然ファイルを見たいときに電話が圏外だったことが何回かあったので、Dropbox のスマー
トフォンアプリの「オフラインアクセスを許可」を設定して、圏外でも見られるようにしています。

オフラインアクセスの設定方法
1. Dropbox スマートフォンアプリから   2. ファイル名の右側にある丸をタップして、

圏外でも見たいファイルを見つけます。   メニューを表示し「オフラインアクセスを許可」をタップ

        これでファイルがスマートフォンに保存され、

        圏外でもファイルが見られるようになります。

3. ファイルのオフラインアクセスを解除する方法

設定時同様にファイルにアクセスし、「オフラインアクセスを許可」があった場所の「デバイスから削除」をタップすること
でオフラインアクセスできないように設定できます。
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

プリントアウトやめました
原稿の修正箇所を紙に書き込むことから、Dropboxにコメントを書き込むことで原稿 
完成までの時間を短縮。品質向上、 ナレッジの蓄積ができるようになりました。

ランゲージ スペシャリスト 中村の Dropbox の使い方

Before: 翻訳原稿をすべて印刷して赤ペンでコメントを記入していました
以前は、メーカーの開発部門で翻訳と通訳業務を行っていました。会社が複写機の販売を主に行っていたこともあり、あまり躊躇
することなくなんでもすぐプリントアウトしてしまうクセがついていました。翻訳という業務上、文章を校閲する作業はとても重要で、
自分やメンバーの翻訳をチェックするときは原稿をすべて印刷してから、紙に赤入れ作業をしていました。

紙での校閲は間違いを見つけやすいというメリットはあったものの、フィードバックがすべて手書きなので書くための時間がかかる
のと、書けるスペースにも制限がありました。また、一度記入したコメントは消せないので原稿がコメントだらけになって何が書い
てあるのかよくわからなくなってしまうことも頻繁にありました。

原稿に書いたフィードバックを後から見直すことと共有することが無かった
他者からのフィードバックは翻訳能力の向上のためにもとても貴重なものなので、コメントが原稿自体に記入されていて原文と
フィードバックをすぐに見られるのはありがたかったのですが、大切にとっておいた大量の原稿に書いてあるフィードバックを探し
て見返すのは大変で、結局復習することはあまりありませんでした。そのため翻訳知識をメンバー同士で共有することもあまり上
手にできず、蓄積されていくのは知識ではなく大量の紙だけでした。大掃除の時にシュレッダーの前に長い時間立っていたのを思
い出します。

あの時はなんでもカラーで印刷していたので、印刷コストも年間でかなりかかっていたと思います。紙は紙の良さがありますが、改
善できることがたくさんあったと、今になって実感します。

プリントアウトやめました
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

After: コメント機能でファイルにコメントを書き残せるので、学びが蓄積されます
現在 Dropbox ではランゲージ スペシャリストとして、製品や資料、メールなど、弊社が提供するコンテンツが常に適切な日本語で
提供されるよう、また日本のユーザーの皆様のニーズにあったコンテンツを提供できるよう、管理する仕事をしています。製品のユー
ザー インターフェイスから皆様の手に渡るメールまで、翻訳されたものをレビューし日本語をブラッシュアップすることが主な業務
です。コンテンツの翻訳はすべて信頼している翻訳者に依頼しており、そのチームと翻訳内容についてのやり取りが多く発生します。

フィードバックは Dropbox のコメント機能から記入
Dropbox を使うようになった今では、原稿のチェックを Dropbox  のコメント機能を使って行なっています。

たとえば営業資料の翻訳原稿ができあがってくると、Dropbox のウェブ上のプレビュー画面で原稿のチェックを行います。修正点
や改善案があれば Dropbox のコメント機能を使ってプレビュー中のファイルにコメントを記入します。

紙に記入するのとは違い、すぐにいくらでも書き込め、書き直しや削除もできます。なによりもそのコメントが原稿と一緒に保存さ
れるので、後日見返してもどこにどのようなコメントをしたかがきちんと整理された状態で見られるのが本当に便利です。

Dropbox に記入したコメントを反省材料にして品質向上に役立てています
翻訳者とは定期的にミーティングを行うのですが、そのミーティングで直接プレビューとコメントを見ながらフィードバックができ
るので、翻訳者にもより早くフィードバックの内容を理解してもらえます。

さらにコメント機能とあわせて「＠メンション機能」を使うと、コメントを見て欲しい翻訳者に直接通知することができるので、ファ
イル上で翻訳者とやり取りができより良い表現についての議論もファイル上でできてしまいます。その結果、原稿の品質も上がり、
早く完成するようになりました。

プリントアウトやめました
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

コメント機能を使いこなすための 3 ステップ

1. Dropbox の web からファイルにアクセスする方法
 1. コメント機能を利用するにはブラウザから dropbox.com にアクセスすることから始まります。

 ファイルをブラウザからアクセスする方法は 2 種類あります。

       1-1. メール、チャットなどで送られてきた共有リンクをクリック
       

 1-2. パソコン上のファイルを右クリックして「Dropbox.com で表示」を選択
 

 ファイルはこのように表示されます。

 

プリントアウトやめました
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

2. ファイルにコメントを記入
  コメントを知らせたい相手に通知してくれる「@メンション機能」を利用するには、「@」と名前またはメールアドレスを記 
 入するだけです。そのあとにコメントを記入し「投稿」をクリックすれば完了です。コメントを投稿することでやり取りが 
 できるので、その場で相談や議論ができます。

 

 

3. 解決して非表示にしたいコメントを削除
 やり取りが終わったら [解決する] をクリックして非表示に。一度解決したコメントを再表示することも可能です。  

 

プリントアウトやめました
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

無駄なミーティングが減った！
Paper を使って自分の時間を犠牲にせずに、時間と距離を超えて仕事をしています。

カスタマーサポート担当 T.K. の Dropbox の使い方

Before: ミーティング間の 1 分間の移動時間でパソコン見る毎日でした
以前の職場では、製品の担当者として、販売戦略の立案と実行、販促活動として営業担当の教育、営業資料の作成、営業担当とお
客様のサポートなど、製品周りの業務はすべて担当していました。3 人で 20 製品を担当していたので、幅広く製品全般を見る必要
がありました。

一日の半分以上がミーティングに時間を獲られることが毎日のようにありました。

具体的なエピソードを紹介します。私の担当領域は海外で、ドイツ支社のチームメンバーたちとのミーティングを週 3 回ほど行っ
ていました。ヨーロッパの昼間は日本の夜なので、ミーティングは日本時間の夜 7 時、8 時頃から始まり、通常 1 時間で終わって
いましたが、トラブルが発生した時は 3 時間かかることも頻繁にありました。

ミーティングが終わると議事録を私が作っていたので、議事録をまとめるのにも時間がかかっていました。そのため、夕食を食べ
る時間は 9 時、10 時で 11 時頃に帰宅する生活が日常になっていました。

ハードな仕事だったのでストレスが溜まる上、夕食はファーストフードを食べることが多く、健康的な生活とは程遠いものでした。
やりがいのある仕事でしたが、今思えば体への負担を減らす方法があったと思います。

無駄なミーティングが減った！
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

After： 参加できないミーティングがあっても Paper の活用で仕事が進む
Dropbox ではアメリカ本社のチームメンバーと週に 10 個のミーティングがありますが、私が実際に出席しているミーティングは 2 
つです。残り 8 つのミーティングについてはすべて Paper を使って情報共有と議論をしています。出席しているミーティングと出
席していないミーティングで Paper の使い方を少し変えています。

出席する、しないミーティングで違う Paper の使い方
出席しているミーティングでは、あらかじめ話したい議題を書いておきます。そして、議題に沿ってミーティングを進め、メモがあ
れば記入しています。

出席していないミーティングでは、事前に私からの報告、要望、困ったことなどをすべて Paper に書き出して、ミーティング内で話
し合って答えを出してもらっています。出た答えは Paper のコメント機能を使って、私の書いたリクエストなどに紐付けて記入して
もらいます。 これで話し合う必要がある仕事のうち約 9 割が解決しています。どうしても解決しないこと、もっと深く話し合う必要
があるものは個別でその都度ミーティングを設定しています。

今は、参加メンバーが議事録を Paper に書くので自分が議事録を書くために要する時間が以前と比べてほぼなくなりました。そ
の結果、自分の仕事に打ち込める時間が増え、より顧客満足度が向上するための仕事に打ち込むことができています。

無駄なミーティングが減った！
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

仕事が進むミーティング資料の作り方
1. Paper にミーティングで話す議題、疑問をあらかじめ記入
 Paper で日付と大まかな議題などを分かる範囲で書いたら、ミーティングに参加するメンバーたちにあらかじめ

 シェアします。

 

 Paper をシェアする方法は 2 通りあります。

 1 つ目の方法は、作成した Paper の URL をコピーして、メール、チャットなどに貼り付けて参加メンバーに送る方法です。

 2 つ目の方法は、Paper の共有機能を使う方法です。以下にご紹介します。

 1–1. Paper の右上の「Share」ボタンをクリックします。
 

無駄なミーティングが減った！
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

 1–2.「Add Collaborators」にシェアしたい相手のメールアドレスを入力します。
 すでに Paper を共有したことのある Dropbox ユーザーに共有する場合は、ユーザー名または名前を入力することで共有 
 できます。　

 

 招待した人にはメールが送付されるので、そこから各自がPaperにアクセスし、議題を記入することができます。

 こうして Paper を利用しメンバーが力を合わせることで、ミーティング資料が効率よく早く完成できます。

2. ミーティング時には下のように資料ができた状態で臨めます
 

ミーティングを行っている最中に参加者はこの Paper ドキュメントにアクセスし、同時に編集することができます。これにより、追
加のタスクなどが出てきたときも、その場で Paper に追記できるので、仕事の抜け漏れを減らすことができます。

また、Paper に記入した内容は誰が書いたのか、名前が表示されます。さらには、他の Paper ドキュメントの URL を貼ることで 
Paper から他の Paper へリンクすることができます。他の Paper への URL を貼り付けた際、リンクされた Paper ドキュメントに
つけられたタイトルが自動的に表示されることも、後々見直した時に便利です。

無駄なミーティングが減った！
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

3. タスクを議事録にリスト化し、タスク管理
 ミーティング終了時には、話し合いを経て進めるべきタスクが出てきます。

 タスクの管理には、チェックリスト作成機能を使ってタスクリストを作るのが便利です。

 3–1. タスクリストの作り方
  タスクリストにしたいテキストをマウスで選択すると、グレーのバーが表示されます。

 右から 3 番目のタスクリストをクリックします。 

  

 

 3–2. 終わったタスクにチェックしてタスクが完了したことを示す
 タスクリストに書いてあるタスクが終わったら、チェックボックスをチェックすると終わったことが分かります。

 

 3–3. タスクに対してコメントを書く
 終わったタスクに対してコメントしたい場合はタスクの文章をマウスで選択すると、グレーのバーが表示されます。

 一番右のコメントボタンをクリックします。

 

 右にコメント記入欄が表示されるので、そこにコメントを記入します。他の Paper ドキュメントの URL を貼り付けると

 ドキュメントのタイトルが表示されます。

 

無駄なミーティングが減った！
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 コメントに加えてスタンプも挿入することができます。コメント記入欄の右下の顔のアイコンをクリックすると、

 スタンプが表示されるので、好きなスタンプを選んで挿入します。

 

 コメントにスタンプを挿入すると、下のように表示されます。

 コメントの冒頭には誰宛なのかを記入しているので、その人にはメールでコメントの内容が通知されます。

 またここでは、コメントの中に関連する Paper のリンクが貼られているので、このコメントから関連資料にアクセスする  
 ことができます。最後にスタンプを押すことで、コメントに気持ちを乗せて届けることができて親近感が高まります。

 

 このように、ミーティング資料は共同で作り、ミーティング終了時にはタスクリストもできあがります。

 タスクの各担当者はタスクリストにコメントを追加することで詳細を報告できるうえ、他のメンバーも

 タスクリストの完了具合とコメントを見ることで進捗を把握することができます。

 

無駄なミーティングが減った！



19

Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

もう、カバンとパソコンを持ち歩いていません
スマートフォンだけ持ってお客様先でデモをして、その場で資料共有をしています

アカウント営業 古館の Dropbox の使い方

Before: カバンにパソコン、資料、カタログを持ち歩いていました
営業なのでお客様先に訪問し、打ち合わせをすることが日常的な業務です。

以前はパソコンを持っていってプレゼンテーションやデモを行い、帰社後にメールで資料送付をしていました。具体的にお客様先
での打ち合わせの流れをここにご紹介します。

お客様先での打ち合わせの流れ：

 1. お客様先で自分のパソコンを開きプレゼンテーション資料をプロジェクターに投影

 2. インターネットが必要な場合はモバイルルータ等でテザリングをしデモを実施

 3. ディスカッションはホワイトボードを活用

 4. 帰社後にメールで資料を送付

これを見るとよくある普通のフローだと思います。 そして、こういうものだと思ってずっと仕事をしていました。でもどこかで、「効
率化できたらいいのにな」と感じていました。

もう、カバンとパソコンを持ち歩いていません
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

After: スマートフォンでお客様にプレゼンと資料共有をその場で行っています
昔の働き方と変わったところですが、まず仕事に行く時に持つ荷物を減らしました。一番大きい変化は、パソコンを持ち歩くこと
をやめたことです。デモをするときは、スマートフォンに HDMI に接続するケーブル（Lightning - Digital AV アダプタ）を接続してプ
ロジェクターに投影しています。

スマートフォンなので軽いのと、常にインターネットにつながっているので、投影するだけでなく、その場で資料を共有できることも
メリットです。お客様が後日資料について質問がある場合は、質問を Paper か Dropbox のコメント機能で記入していただき、 
Dropbox 上でやり取りをしています。

このようにデモをするデバイスをパソコンからスマートフォンに変えて良かったことは、作業が速くなったことと荷物が少なくなった
ことです。さらにディスカッションに時間を割けるようになりました。

仕事が速くなった 3 つの要因
1. その場で資料をすぐにダウンロードして表示できる

2. その場で容量の大きなファイルもすぐに共有が完了する

3. 打ち合わせ後、持ち帰ったタスクがすぐに始められる

私の荷物はスマートフォンを含めて、下の 6 つのアイテムだけなので、カバンを持っていかないときも多いです。これらさえあれば
デモ、商談ができます。そして、どこからでも働くことができるのです。

左上から、Lightning - Digital AV アダプタ、イヤホン、財布、スマートフォン、ハンカチ、入館バッジ

もう、カバンとパソコンを持ち歩いていません
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

スマートフォンでデモする方法
1. スマートフォンに Lightning - Digital AV アダプタを指してプロジェクターに接続

Lightning - Digital AV アダプタは Apple ストアで 5,800 円で販売しています。これを iPhone のコネクターにつなげるだ
けです。 

2. Dropbox アプリからプレゼン資料を表示
Dropbox アプリを立ち上げて、Dropbox フォルダからプレゼン資料を表示します。PowerPoint、Keynote のどちらのファ
イルでも綺麗に表示されます。 

3. プレゼン資料の中に情報やデモビデオへのリンクを挿入、必要な時にリンク先を表示
プレゼン中にお客様に見せたいニュース記事、動画などがある場合は、あらかじめリンクをプレゼン資料の中に挿入して
おきます。こうすることで、見せたいタイミングですぐにアクセスでき、プレゼンがスムーズに進みます。

　　　プレゼン資料の中のリンクをタップ    　　動画をすぐに表示

プレゼンで伝えたいメッセージを補強できる外部情報にすぐにアクセスしてお見せし、終わったらすぐにプレゼンに戻っ
てこられるので、お客様が飽きにくいプレゼンになります。

もう、カバンとパソコンを持ち歩いていません
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

4. Dropbox Paper も投影して、その場でプレゼン
議事録、提案資料など、Paper で作っている資料も投影してお客様にお見せしています。 

5. お客様にその場で共有
プレゼンで見せた Paper をお客様に共有して欲しいとのご要望をいただくことが多いのですが、その場合も共有ボタン
をタップして、お客様のメールアドレスを入力すればその場で共有が完了するので便利です。

もう、カバンとパソコンを持ち歩いていません
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた
見積書、大容量の画像・映像データの受け取りはファイルリクエストを使うのが便利！

パートナー営業担当 大渕の Dropbox の使い方

Before： 大きなデータの受け渡しは面倒ながらも USB メモリを宅急便で
送ってました
以前働いていた職場では、社外のお客様やパートナー企業様と大容量ファイルをやり取りする上で困ることがありました。一般の
ファイル転送サービスはセキュリティ面で不安があったり、お客様ご指定のファイル転送ツールでは 300 MB などの容量制限があっ
たりしたため、結局 USB メモリや DVD、外付け HDD にファイルを入れて郵送でやり取りすることもありました。その場合、往復
で最低 2 日はかかりますし、データに修正があった場合はまたさらに数日かかってました。

私は、常に無駄な時間を極力減らす努力をしながら業務を進めています。具体的には、「同じ作業を繰り返すこと」と「待ち時間」
が無駄な時間の代表だと考えています。大容量ファイルのやり取りに伴う無駄な時間を、何か良い仕組みを使うことで効率化した
いと日頃から思っていました。

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた



24

Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

After： 出社したら 1 GB の画像データの納品が完了していたので、すぐに
営業のアポ取り電話をスタートできました
Dropbox Japan が大きな展示会に出展し、2,000 枚以上の名刺とアンケートを集めたときのことです。 名刺とアンケートのスキャ
ンデータと Excel データ入力をパートナー企業にお願いしたとき、ファイルリクエスト機能がとても役に立ちました。具体的に購
入を検討しているお客様を特定してすぐに提案しに行こうと考えていたので、いかに早くデータを納品していただくかが重要でした。

ファイルリクエスト機能でデータ納品を完了
ファイルリクエストは、データを送る側が Dropbox のアカウントを持っていなくても誰でも Dropbox にファイルをかんたんに送る
ことができます。パートナー企業からデータ入力完了との連絡を受けたとき「全部で 1 GB になってしまいましたが、本当に送って
大丈夫ですか？ USB に入れて送りましょうか？」と何度も確認されましたが、自信を持って「どうぞ Dropbox のファイルリクエスト
で送ってください」と言いました。

その 1 GB のデータができ上がったのは夕方 5 時ぐらいでした。相手のパソコンからのアップロードと私のパソコンとのデータ同期
にはある程度時間がかかるのですが、私はその日パソコンの電源をつけたままにして子供を迎えにいくため帰宅しました。翌朝、
出社すると私のパソコンの指定したフォルダに 1 GB の納品データが自動的に入っていたので、データを移動することなく午前中か
らお客様に電話をしてアポを取り始めることができました。

共有フォルダに保存したので、同僚たちもファイルがすぐに見れた
それだけでなく、アップロード先のフォルダは複数の営業担当で参照できる共有フォルダにしておいたので、同僚のパソコンにも自
動的にデータが同期され、彼らも同時にアポ取りを開始できたのです。通常なら、データを受け取って、自分のパソコンに入れて、
それを社内サーバーにアップロードして、社内関係者に連絡して…と非常に手間がかかることなので、改めて Dropbox の便利さを
実感できました。

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

ファイルを受け取るのに便利なファイルリクエスト
1. Dropbox にログインした状態で Dropbox.com にアクセスします。
 左のメニューの「ファイルリクエスト 」をクリックしてファイルリクエスト画面に移動します。

 

2. ファイルリクエストの画面からファイルリクエストの作成を開始
 新たにファイルリクエストを作成するときは、青丸の「＋」をクリックします。

 今まで実施したファイルリクエストも表示されるので、それらを編集することも可能です。

 

 

3. ファイルリクエストの作成
 ファイルリクエストの作成は、3 ステップで完了します。

 3-1. まず、「どのようなファイルをリクエストしますか？」の画面でどのようなファイルを集めるのかを記入します。

     ここは自分が後で見たときに何をリクエストしたのかがわかるように記入するのがポイントです。

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた
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 3-2. 次に、集めたファイルの保存先の設定です。自分の Dropbox のフォルダのどこにファイルを集めるのかを指定します。

     デフォルトでは、「ファイルリクエスト 」というフォルダが作られます。その下に手順 1 で指定した名前のフォルダが

 でき、その中にファイルが保存されます。

 

 3-3. このステップは任意ですが、ファイルリクエストでは締切日を設定できます。また、締切日から遅れた場合でもファ  
　 　イルをアップロードすることを何日間許可するかを設定できます。大学の先生が生徒からレポートを提出するときに  
 　ファイルリクエストを使ってレポートの提出を管理したと伺ったことがあります。締切日を設定することで、提出期限  
 　に遅れても提出できるようにしながらも、何日提出期限から遅れたかを把握できるので便利だと話してくださいました。

 

 

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた
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Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

4. ファイルリクエストの送信
 最後の設定画面では、ファイルリクエストのお知らせを送る方法を ２ 通り用意しています。

 1 つ目はメール、チャットなど好きな方法で送れるように、ファイルリクエストページへのリンクを用意しています。

 このリンクをコピーしてメール、チャットなどに貼り付けて相手に送れば完了です。

 2 つ目は、相手のメールアドレスを下の画面で入力して、設定画面から直接メールを送る方法です。

 

 

 設定画面にメールアドレスを入力して相手にメールが届きます。

 

5. ファイルリクエストを受け取った場合
 ファイルリクエストを受け取った側の場合、メールの中のボタンをクリックすると、下のページが表示されます。 
 提 出した いファイル を パ ソコン か ら 選 択 するか、Dropbox のア カウントを 持 って い る 場 合 は、Dropbox の 
 ファイルを選ぶこともできます。あとは手順に従えば完了です。

 

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた



28

Dropbox 社員たちの Dropbox の使い方

 

6. ファイルリクエストが完了したフォルダ
 ファイルリクエストを依頼された相手が各々にファイルをアップロードすることで、このようにフォルダにファイルが集ま 
 ります。

 

朝、出社したら 1 GB のファイルの納品が終わっていた
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