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概 要
Zoomは国内トップシェアのオンライン会議ツール
オンライン（インターネットにつながった状態）で会議を行う。
パソコンやスマートフォン、タブレットなどを通して複数人でのビデオ通話が可能。

特 ⾧
1. URLをクリックするだけで簡単に参加できる

会議の主催者から送られてくる招待リンクをクリックするだけで、簡単に会議に参加できる。
参加するだけなら、事前のID登録が不要なので、PC操作が苦手な方でも会議に参加しやすい。

2. 接続が非常に安定しており、ストレスなく使える
Zoomは、独自の映像圧縮技術により、比較的少ない通信量で映像・音声を安定して通信できる。

※一般的なオンライン会議システムと比較して約10分の1の通信量で利用することができる。
※オンライン会議で、最もストレスが溜まるのが「音声が接続が途中で途切れて話が進まない」といった

接続の不安定さ。会議の円滑な進行のためには、安定した接続は重要。
※但し、ネット通信環境によっては、途切れたり、接続が切れる場合あり。

1-1.Zoomとは?
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ツール名 概要 同時接続
最大人数

アカウン
ト作成 主な用途 有料だとどうなる? 有料の費用

Zoom オンラインミーティングに
特化したツール 1,000 ホストの

み作成 ビジネス
3人以上のミーティングで
時間無制限
(無料版:3人以上40分迄)

2200円～

Microsoft 
Teams

Microsoft365内にアドオン。
OFFICEソフトとの親和性が
高い

300 必要 ビジネス
大きな変化なし
有料＝Microsoft365サブ
スク

540円～

Skype ビデオ通話ツール。2003年
～。現在、Microsoft傘下 50 必要 プライベート Skypeで電話にCALLでき

る 220円～

Whereby
ミーティングのURL＝ミー
ティングルームとなり何度
でも使いまわせる

12 ホストの
み必要 プライベート 5人以上の参加ができる ＄9.99～

Google Meet
GoogleカレンダーやGメー
ルと連動。Googleドキュメ
ントなどを共有可。

250 必要 ビジネス 制限時間60分が無制限と
なる 680円～

Faebook
Messenger
Rooms

ミーティングURLを発行す
る形。Facebookアカウント
を持っていなくても参加可

50 ホストの
み必要 プライベート 有料版なし 無料

1-2.主なオンライン会議ツール
ちなみに、Zoom以外にも、次のようなオンライン会議ツールがある。
会議を行う機能だけを求めるなら「Zoom」、Office製品との連携を重視するなら「Microsoft Teams」。



71-3.Zoomのミーティングとウェビナーの違い

項目 ミーティング ウェビナー（ウェブ＋セミナーを組み合わせた造語）

説明
対話型の打ち合わせに向いている。
多くの参加者を集めたり、出席者同士がやり取りし
たり、会議を小さなグループに分けたりすることが
可能。

多くの観衆を集めるイベントや一般公開のイベントに最適。
通常、ウェビナーの参加者はお互いにやり取りすることはない。
1人または数名の講演者がオーディエンスに向かって話すのが平均
的なウェビナーの方式。

最適な用途
・少人数から大人数のグループ（参加者2名以上）
・社内メンバー・顧客との対面ミーティング
・トレーニング

・大規模なイベントや公開放送（参加者50名以上）
・四半期決算発表
・講演会

料金 無料と有料ライセンスがある Zoomミーティングの有料ライセンス＋5400円（月）～

参加者の役割 ・ホストと共同ホスト
・参加者

・ホストと共同ホスト
・パネリスト（講演者）
・参加者

オーディオ共有

・参加者は全員、オーディオをミュート/ミュート解
除できる

・ホストは参加者をミュート/参加者のミュート解除
をリクエストできる

・ホストは入室時に参加者を全員ミュートにできる

・ホストと参加者は自分のオーディオのみをミュート/ミュート解
除できる

・参加者は視聴専用モード*で参加できる
・ホストは1名以上の参加者をミュート解除できる

ビデオ共有 すべての参加者 ホストとパネリスト

定員 無料ライセンスでは最大100人、プランに応じて、大
規模ミーティングアドオンでは最大1,000人 ライセンスに応じて、最大100人～10,000人

参加者リスト 全参加者が閲覧可能 ホストとパネリストのみが閲覧可能

Zoomにはいくつかのプランがある。下記の他に、Zoom Rooms（会議室を契約するプラン）などもあり。



81-4.Zoomミーティングの主なプラン
プラン名 基本 プロ ビジネス

料金 (税別) 無料 2,000円／月 2,700円／月

対象 パーソナルミーティング 小規模チームに最適 中小企業

同時接続最大人数 100名 100名 300名

利用時間
（1回のミーティング）

2人:無制限
3人以上:～40分 無制限 無制限

録画機能（クラウド上） 無し １GB分 １GB分

・上記プランの他に、大企業向けプランや、専門スタッフが最適な環境にカスタマイズしてくれる「ZOOM UNITEDプロ」がある。
・オプションで「大規模ミーティング」を追加すると、最大1,000人まで同時接続が可能。

Q1.有料プランには、会議の参加者全員が入らなくてはいけないか?
会議の主催者（ホスト）のみ入ればOK。参加者は基本（無料）でOK。アカウントの登録も不要。

Q2.プロ（有料）契約後→基本（無料）にできるか?
可能。40分以上使う月に「プロ」を契約。使わない月は「ダウングレードする」ことで無料に戻せる。



91-5.オンラインミーティングで使用する機材
一人で参加する場合

必須
ネット接続ができる

PC、スマホ、タブレット

＋
あると便利

ヘッドセット

複数で参加する場合
必須

ネット接続ができる
PC、スマホ、タブレット

＋
あると便利

スピーカーフォン
あると便利

ウェブカメラ

＋

注意!
ノートパソコン、スマホ、タブ

レットを使う場合:
バッテリーの消費が大きい

ため、電源（ACアダプター）
を本体に繋げて利用すると

安心です



101-6.これだけは知っておきたい用語
ホスト オンライン会議の主催者。ホストがZoomのミーティングを準備し、他の参加者を

招待する

オーディオ マイク、スピーカーのこと

ミュート マイクのスイッチをオフすること。ミュートにすると、自身の声をマイクで拾わな
くなる。話している人の邪魔をしないようにミュートにしておいたり、ホストが
強制的にゲストをミュートにすることも可能。

チャット LINEグループのようなテキストなどのやり取りのこと。

入室 オンライン会議に参加すること

待機室 参加者がZoomを立ち上げた後、ホストが入室を許可するまでの間、待機する場所

退出 オンライン会議から出ること

招待リンク ミーティングに参加するためのURL ※ミーテイングID、パスコードで代用も可能
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PC版とスマホ版がある
PC版 :画面が大きい。資料共有がしやすい
スマホ版 :SMS（ショートメッセージ）で招待できる。クラウドストレージの画像やPDFを共有する
※PC版とスマホ版で画面のレイアウトが異なる。
※バージョンアップによってもレイアウト・機能が変わる場合がある。

最初にZoomを利用する際は、アプリをインストールする
＜アプリのインストール方法（下記のいずれか）＞

・主催者から送られてきた招待リンクをクリックした際、アプリをインストールするようメッセージが表示
される。そのメッセージに従って、インストール。

・Zoom公式サイト（https://zoom.us/） Zoom公式サイトの下部
からダウンロード。
サイトの下部の「ミーティングクライアン
ト」をクリックし、「ミーティング用
Zoomクライアント」をダウンロードし
インストール

1-7.Zoomアプリについて



121-8.Zoomアプリのインストール方法
お持ちのPC・スマホで、初めてZoomを使う場合のみ、アプリをダウンロード・インストールします。
PCの場合
・方法１:招待リンクをクリックする

アプリがダウンロードされます.
右記の③をクリックし、インストール。
インストールが完了するまで待ちます。

・方法２:Zoom公式サイトから
①公式サイト下部の「ミーティングクライアント」

をクリックします。
②ダウンロードセンターページの「ミーティング

用Zoomクライアント」の「ダウンロード」を
クリックします。

③右記の③をクリックし、インストール。
インストールが完了するまで待ちます。

スマホ・タブレットの場合
・iPhone: App Storeから

「Zoom Cloud Meetings」を検索し入手

・Android:Playストアから
「Zoom Cloud Meetings」を検索し入手

Zoom公式サイトの下部

①

②

③
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※PC版で説明。

方法１:招待リンクをクリックする

方法２:IDとパスコードを入力する
（Zoom公式サイトから）

方法１

方法２
注意!
※いずれの方法も「コンピューターでオーディオに

参加」を必ずクリックする。
※情報セキュリティ対策の一環として、知らない相手

からの招待リンクは絶対にクリックしない。
Zoom公式サイトを利用する。

1-9.Zoomミーティングに参加する方法
件名:Zoomミーティングについて



141-10.Zoomミーティングに参加（招待リンク）

動画の流れ
参加するまでの手順

招待URLをクリック
↓

コンピューターで
オーディオに参加



151-11.Zoomミーティングに参加（IDとパスコード）

動画の流れ
参加するまでの手順

ログインIDと
パスコードを入力

↓
コンピューター
オーディオのテスト

↓
コンピューターで
オーディオに参加

退出の手順
退出をクリック
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（参考）
タブレットで

Zoomに参加する

16

1-12.Zoomミーティングに参加する方法
1-13.招待リンクでZoom参加
1-14.IDとパスコードでZoom参加
1-15.Zoomの画面イメージ・機能
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※PC版と同様、以下の2つの方法があります

方法１:招待リンクをクリックする

方法２:IDとパスコードを入力する
（アプリから）

方法１

方法２

1-12.Zoomミーティングに参加する方法
件名:Zoomミーティングについて



181-13.招待リンクでZoom参加（1/3）
① 会議の主催者から送られてきた

招待リンクを押すとZoomが起動
※何もしなくてOK

②会議のタイトルやミーティングIDが表示
※何もしなくてOK



191-13.招待リンクでZoom参加（2/3）
③ 「ビデオ付きで参加」を押す

※もしカメラへの接続許可を求められたら
許可する

④ホストが許可するまで以下の待機画面が
表示される。※何もしなくてOK。ホストが
許可されたら、自動的に画面が変わる



201-13.招待リンクでZoom参加（3/3）
⑤ 「インターネットを使用した通話」

を押す
⑥他の人が映って、お互いの声が聞こえたら

OK



211-14.IDとパスコードでZoom参加（1/4）
① 3-1で入れた「Zooｍ」アプリを押す ②「ミーティングに参加」を押す



221-14.IDとパスコードでZoom参加（2/4）
③ ミーティングIDを入力後、「参加」

ボタンを押す
④パスコードを入力後「続行」を押す



231-14.IDとパスコードでZoom参加（3/4）
⑤ 「ビデオ付きで参加」を押す

※もしカメラへの接続許可を求められたら
許可する

⑥ホストが許可するまで以下の待機画面が
表示される。※何もしなくてOK。ホストが
許可されたら、自動的に画面が変わる



241-14.IDとパスコードでZoom参加（4/4）
⑦ 「インターネットを使用した通話」

を押す
⑧他の人が映って、お互いの声が聞こえたら

OK
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カメラ（ビデオ）
カメラのボタンに赤斜線が
入っていたら、クリック

退出する時、押す

マイク ビデオ セキュリティ 参加者 チャット 画面の共有 ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
※ホストのみ表示

1-15.Zoomの画面イメージ・機能

カメラの向きを切替

参加者表示モードを切替
スピーカー

発言中の人が大きく表示
ギャラリー

各自の大きさが均等に表示

詳細

参加者一覧を
表示

共有

マイク
マイクのボタンに赤斜線が
入っていたら、クリック

クリックできりかえ

クリックできりかえ
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第２章
を開く

※以降はPC版で説明いたします

2-1.ホスト（主催者）の役割
2-2.ホストと共同ホストの主な違い
2-3.ミーティングを開催する
2-4.ミーティングをスケジュールする
2-5.スケジュールしたミーティングを編集する
2-6.スケジュールしたミーティングを開始する
2-7.参加者の入室を許可する



272-1.ホスト（主催者）の役割
ホスト（主催者）とは
オンラインミーティングを開催する人

ホスト（主催者）がすること ※最初に必ずしなくてはいけないこと
① ミーティングを開催する（スケジュールする）
② ミーティングに招待する

（招待リンク、ミーティングID・パスコードを参加者に連絡）
③ ミーティングを立ち上げた後、参加者の参加（入室）を許可する

※最低限、上記が出来たら、まずは大丈夫!

共同ホストとは?
ホストと似たような権限を持つ人。
ミーティングに参加している人の中からホストが選ぶことで、その相手が共同
ホストとなる．
ミーテイングをサポートして欲しい人を共同ホストにするとよい。



282-2.ホストと共同ホストの主な違い
ホストにしかできない主なこと
・共同ホストを指定する ※有料プランのアカウントのみ可能

・ブレイクアウトルーム※の設定を行う
※ブレイクアウトルームとは、Zoom上でミーティングに参加している参加者を、小さなグループに分けること

・投票の設定を行う
・ライブストリーミング配信を行う

ホストと共同ホストの両者ができる主なこと
・参加者の入室を許可する
・参加者をミュートにしたり、解除リクエストができる
・参加者のビデオを停止したり、開始リクエストができる

※ビデオは強制オフにできるが、ビデオの開始は強制的に開始はできず「リクエスト」となる（急にビデオが有効に
なると参加者が困る場合もあるため）

・参加者の画面共有を許可・防止できる
・参加者の名前を変更できる など
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いますぐ、ミーティングをしたい時
開催するまでの手順
①Zoomのサイトにアクセス https://zoom.us/
②Zoomにログインする
③「ミーティングを開催する」にマウスを合わせる
④「ビデオはオン」「ビデオはオフ」「画面のみ共有」の中から希望のものを選ぶ
⑤「Zoom Meetingsを開く」をクリックすると、Zoomが立ち上がる

Zoomの招待リンクを参加者に伝える方法
①「参加者」をクリック
②「参加者」一覧の左下「招待」をクリック
③「招待リンクをコピー」をクリック
④ 招待リンクなどを、参加者にメールなどで知らせる
※ミーティングを閉じると、招待リンクやミーティングIDが変わるため、時間的に余裕があれば

「ミーティングをスケジュールする」方がおすすめ。

2-2.ミーティングを開催する（1/2）



30

動画
開催するまでの手順
①Zoomのサイトにアクセス ②Zoomにログインする ③「ミーティングを開催する」にマウスを合わせる ④「ビデオはオン」「ビデオはオフ」「画面のみ共有」
の中から希望のものを選ぶ ⑤「Zoom Meetingsを開く」をクリックすると、Zoomが立ち上がる
Zoomの招待リンクを参加者に伝える方法
①「参加者」をクリック ②「参加者」一覧の左下「招待」をクリック ③「招待リンクをコピー」をクリック ④ メモ帳などに張り付けて、招待リンクなどを参加者に
メールなどで知らせる

2-3.ミーティングを開催する（2/2）



312-4.ミーティングをスケジュールする（1/3）
あらかじめミーティングの招待リンクなどを参加者に伝えたい時は、スケジュールする

スケジュールする手順
①Zoomのサイトにアクセス https://zoom.us/
②Zoomにログインする
③「ミーティングをスケジュールする」にマウスを合わせる
④日時などを入力して、「保存」をクリック
⑤「招待状のコピー」をクリック
⑥ その招待リンクなどを、参加者にメールなどで知らせる
※スケジュールした日時に、「このミーティングを開始」する ※ログイン後に招待リンクをクリックしてもOK

Zoomのスケジュールの設定 ※最低限、次の設定をしておけば大丈夫
①トピック（ミーティングタイトル）
③開催日時
④所要時間
⑨ビデオ:ホスト（オン／オフ）、参加者（オン／オフ）の設定
⑩音声:電話／コンピューター音声／両方 から選択



322-4.ミーティングをスケジュールする（2/3）
項目 説明

①トピック ミーティングのタイトルを入力。 何でもよい

②説明（任意） 入力しなくてもよい

③開催日時 ミーティングを開始する日時を選択。予定された時間より前であれば、いつでも開始できる

④所要時間 おおよその時間を選択 ※設定した時間を超過しても終了しない

⑤タイムゾーン PCのタイムゾーンが表示 ※変更不要
定期的なミーティングは、定期ミーティングにチェックすると、リピート回数や終了日を指定できるので便利。

⑥登録 必要でない時は、チェックしない
※チェックをすると、参加者は招待リンクをクリックした後、氏名やメールアドレスの入力が必要となる。

⑦ミーティングID そのままでOK（自動的に一意なIDを生成）

⑧セキュリティ そのままでOK（パスコードにチェック、待機室にチェック、参加時認証を求めるはノーチェック）

⑨ビデオ ビデオオン（顔を見せる）ミーティングは、ホスト・参加者ともに「オン」にする

⑩音声 コンピューター音声のみか両方を選択。できればコンピューター音声のみを選択。※電話・両方を選択した場
合、ダイアルインでの通話が可能。その場合、発信元がアメリカ合衆国だと、国際電話料金がかかるので注意

⑪ミーティング
オプション
※そのままでOK

□参加者に参加を許可する
□入室時に参加者をミュートにする
□ブレークアウトルーム事前割り当て
□ミーティングを自動的にレコーディング
□特定の地域/国からのユーザーへのエントリを承認またはブロックする

⑫代替ホスト そのままでOK



332-4.ミーティングをスケジュールする（3/3）
動画の流れ

①Zoomのサイトにアクセス
②Zoomにログインする
③「ミーティングをスケ

ジュールする」にマウス
を合わせる

④日時などを入力して、
保存

⑤「招待状のコピー」を
クリック

⑥ その招待リンクなどを、
参加者にメールなどで
知らせる

※スケジュールした日時に、
「このミーティングを
開始」する



342-5.スケジュールしたミーティングを編集する（1/2）
スケジュールしたミーティングの日時や設定を変更したい時

スケジュールを編集する手順
①Zoomのサイトにアクセス https://zoom.us/
②Zoomにログインする
③左メニューの「ミーティング」をクリック
④編集したいミーティングにマウスを合わせ、「編集」ボタンをクリック
⑤編集した上で、「保存」をクリック

おまけ
過去のミーティングの招待リンクを再度使いたい時は、「過去ミーティング」をクリックすると
過去日のミーティング一覧が表示される。
上記と同様に「編集」ボタンをクリックし、未来日にする。
※過去のミーティングも、「開始」をクリックすると、ミーティングが立ち上がる



352-5.スケジュールしたミーティングを編集する（2/2）

動画の流れ
①Zoomのサイトにアクセス
②Zoomにログインする
③左メニューの「ミーティ
ング」をクリック
④編集したいミーティング

にマウスを合わせ、「編
集」ボタンをクリック

⑤編集した上で、「保存」
をクリック

おまけ
過去のミーティングの招待
リンクを再度使いたい時は、
「過去ミーティング」をク
リックすると、過去日の
ミーティング一覧が表示さ
れる。
上記と同様に「編集」ボタ
ンをクリックし、未来日に
する。



362-6.スケジュールしたミーティングを開始する（1/2）
スケジュールしたミーティングを開始する時

スケジュールを開始する手順
①Zoomのサイトにアクセス https://zoom.us/
②Zoomにログインする
③左メニューの「ミーティング」をクリック
④開始したいミーティングにマウスを合わせ、「開始」ボタンをクリック

※ログイン後に招待リンクをクリックしてもOK

⑤「Zoom Meetingsを開く」をクリックすると、Zoomが立ち上がる
※ 「コンピューターでオーディオに参加」 を必ずクリック

おまけ
スケジュール日時を過ぎたミーティングは「過去のミーティング」の方に移動している場合がある。
その場合は、「過去ミーティング」をクリックして、そのミーティングを「開始」する。



372-6.スケジュールしたミーティングを開始する（2/2）

動画の流れ
Zoomにログインした状態
からスタート

参加するまでの手順
①左メニューの「ミーティ

ング」をクリック
②開始したいミーティング

にマウスを合わせ、「開
始」ボタンをクリック

③「Zoom Meetingsを開
く」をクリックすると、
Zoomが立ち上がる

参加者の入室を許可
※ポップアップ表示で許可

するパターン

※参加者一覧で待機室に
入っている人を許可する
パターン



382-7.参加者の入室を許可する

●●

前の動画でご覧頂いたが、参加者の入室を許可する方法は、次のいずれか

方法１:
ポップアップ表示で許可

方法２:
「参加者」をクリック→

参加者一覧で待機室に
入っている人を
「許可する」

■■

●●
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第３章
を使いこなす

3-1.Zoomの画面と主な機能
3-2.入室したら、まずチェックすること
3-3.表示モードの切り替え
3-4.画面を共有する
動画:表示モードの切り替えと画面共有
3-5.ホワイトボードを使う
3-6.チャットする、ファイルを共有する
3-7.レコーディングする
3-8.リアクションする
動画:ホワイトボード・チャット・ファイル共有など
3-9.背景を変える（バーチャル背景の設定）
3-10.特定の人を大きく表示させる2つの方法



403-1.Zoomの画面と主な機能

参加者の顔を表
示したり、
画面共有された
画面を見る領域

マイク ビデオ セキュリティ 参加者 チャット 画面の共有 ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 反応 ブレイクアウト 終了 参加者をクリックした時に表示
※ホストのみ表示 セッション

機能・メニュー

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○
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②カメラのボタンに赤斜線が入っていたら、クリック
カメラに赤斜線が入っている＝カメラオフの状態。

3-2.入室したらまずチェックすること
チェック

①マイクのボタンに赤斜線が入っていたら、クリック
左下のボタンのマイクに赤斜線が入っている＝マイクのスイッチがオフ（ミュート）の状態。

オフの状態 オンの状態
クリックできりかえ

クリック
赤斜線が消えて、

自分の顔がうつればOK

こんな時は、ミュート・カメラ
オフになっています

例えば、ホスト側が参加者の
ミュート・カメラオフにして

いる場合



423-3.表示モードの切り替え

1画面に表示される参加者の数
・25人
・26人以上参加した場合は、2ページ目以降

に表示

1画面に表示される参加者数を
49名にする方法
「ビデオ」の右側^をクリック→「ビデオ設

定」をクリック→スクロールし、「ギャラ
リービューで画面あたりに表示する最大の
参加者数」で「49名の参加者」にチェック

スマホは1画面に４名まで

ここをクリックすると、表示モードを
切り替えられる
スピーカー

発言中の人が大きく表示される
一定人数しか表示されない

ギャラリー
各自の画面の大きさが均等に表示

※全体の雰囲気を掴みたい、話し合い
がメインの場合は、ギャラリーが
おすすめ



43

共有する方法
①あらかじめ、共有したいものを立ち上げておく

（パワーポイントや、Word、Excel 、ブラウザなど）
②画面下の「画面の共有」をクリック
③共有したいものを選択
④音声付の動画の場合は、「音声を共有」にチェック
⑤「共有」をクリック

共有を停止する方法
①共有中は、ボタンが画面上に移動するので、マウスを

画面上に持っていき、「共有の停止」をクリック

注意!
・あらかじめホストが共有を許可しておかないと、参加者は画面共有できない

＜許可する方法＞
①画面下の「セキュリティ」をクリック
②「画面の共有」にチェックを入れる ※参加者も画面の共有が可能に

・動画を共有する場合、ファイルサイズが大きすぎるとスムーズに表示されない
（画像がとんだり、音声と映像がずれたりする）

3-4.画面を共有する



44動画:表示モードの切り替えと画面共有

動画の流れ
表示モード切替
・スピーカー
・ギャラリー

画面の共有を許可

画面の共有
・音声付き動画の場合は

「音声付き」にチェック
・共有するものを選択
・「共有」をクリック

画面の共有を停止
・「共有の停止」をクリッ

ク
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ホワイトボードを使う方法
①画面下の「画面の共有」をクリック
②「ホワイトボード」を選択

ホワイトボードを終了する方法
①保存したい時は「保存」をクリック
②共有中は、ボタンが画面上に移動する

ので、マウスを画面上に持っていき、
「共有の停止」をクリック

※個人的な所感
ホワイトボードの機能に慣れてないと手間取る。
ホワイトボードよりも、Wordなどを画面共有
する方が、個人的には使いやすい

注意!
・ホワイトボードは画像として保存される

WindowsであれはドキュメントのZoomフォルダ中、Macは書類のZoomフォルダの中に保存

3-5.ホワイトボードを使う
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全員に対してメッセージする
①チャット下部の「送信先」は
「全員」を選択
②入力
③エンターキーで全員に送信

※送信先のチャット部分に赤丸がつく

特定の人に対してメッセージする
①チャット下部の「送信先」は

送信したい人を選択
②入力
③エンターキーで全員に送信

※送信先のチャット部分に赤丸がつく

ファイルを共有する
①チャット下部の「送信先」は

送信したい人を選択
②ファイルをクリック
③ファイルを選択し、「開く」

チャットとは
LINEグループのようなテキスト
などのやり取りのこと
全員／特定の人とやりとりができる

3-6.チャットする、ファイル共有する

表示領域

入力したりする領域



473-7.レコーディングする

レコーディングの方法
①画面下の「レコーディング」をクリック
②「このコンピューターにレコーディング」か「クラウドにレコーディング」かを選択

クラウドに保存できるファイルサイズ
１GBまで

クラウドに保存するメリット
・保存した動画を共有しやすい
・PCなどのハードディスク容量を使わない

注意!
・クラウド上に保存する方法と、PCに保存する方法がある。
・無料アカウントは、クラウド上に保存できない。



483-8.リアクションする

リアクションの方法
①画面下の「リアクション」をクリック
②アイコンをクリック

※自分が表示されている領域にアイコンが表示される

リアクションを取り下げる方法
もう一度、アイコンをクリックして消す

おすすめ
会話の流れで、リアクションする。
流れが変わったタイミングで、取り下げるようにして、
ずっと出しっぱなしにしない方がよい。

こんなとき
・参加者の反応を求める時に使う
・共感している気持ちなどを伝える時に使う
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動画の流れ
ホワイトボード

チャット
・特定の人にメッセージ

ファイル共有
・全員に対して、ファイル

を共有
・共有されたファイルを

開く

レコーディングの保存先を
選択

リアクション

動画:ホワイトボード・チャット・ファイル共有など



503-9.背景を変える（バーチャル背景の設定）

バーチャル背景の設定方法
①画面下の「ビデオ」の右＾をクリック
②「バーチャル背景を選択」をクリック
③⊕をクリックし、画像／動画を選択

こんなときは、バーチャル背景を設定しておくとよい
・他の参加者に、周囲を見せたくないとき
・さりげなくPRしたいとき （例:背景を記者会見の拝見パネルのような形にして、社名ロゴを表示等 ）

・他の参加者の会議の集中の妨げになりそうなとき （後ろで通行人が映りこむような場合 ）



513-10.特定の人を大きく表示させる2つの方法

ピンの設定方法
①大きく表示させたい参加者の右側にマウスを持っていき「…」をクリック
②「ピン」をクリック

表示モードの切り替えとは別に、特定の人を大きく表示させることができる方法
・方法１:ピン …自分のPCに、大きく表示させたい人を「ピン」する。

他の参加者のPCでの表示は変わらない。
・方法２:全員のスポットライト …ホストのみ使用できる。全員のPCに、同じ人を大きく表示させる

スポットライトの設定方法 ※ホストのみ使用できる
①大きく表示させたい参加者の右側にマウスを持っていき「…」をクリック
②「全員のスポットライト」をクリック

①このあたりをクリック

②クリック

他の人の一部は
ここに表示される

ピン／スポットライトの
人が大きく表示される

ホストが「スポットライト」を
すると、自分が他の人をピン
（大きく表示）していても、
ホストがスポットライトした
人が大きく表示されます。
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第４章
利用シーン別のポイント

第４章 利用シーン別のポイント
4-1.Zoomの利用シーン
4-2.Zoomでのマナー
4-3.ホストの心構え
4-4.オンライン交流会や飲み会でのちょっとした工夫
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こんな時に利用しよう

・社内ミーテング
・在宅勤務者や外出中の営業担当者との打合せ
・採用面接
・遠隔プレゼン
・現場作業の情報共有
・交流会
・セミナー・勉強会・授業
・オンライン飲み会 など

Zoom活用のメリット
・コミュニケーション改革と働き方改革の推進に繋がる
・コスト削減（移動時間や交通費の削減）

4-1.Zoomの利用シーン



544-2.Zoomでのマナー
マナー（全般）

・参加者が多い時は、発言する時以外は、マイクをミュートにしておく
※理由:周辺の音を拾うため、発言者の声がききとりにくくなるため

・他の参加者が話し終わってから話をする
※理由:複数の人が同時に話をすると、他の人が聞き取りづらいため

・自分の話が終わったら、「私からは以上です」といった風に伝えると、他の
参加者が話しやすい。
※理由:発言が終わったのかすぐに判らないので、しばらく待つ → 沈黙の間が⾧くなり、緊張感が生まれるため

・一人でしゃべり続けない
※理由:上述の理由により、他の参加者が話しだせないため

・いつもより、少しゆっくりめのスピードで話す
※理由:ききとりやすくするため



554-3.ホストの心構え
Zoomにおける注意点

・対面でないので、会議の雰囲気が伝わりにくい
・ずっとミュートのまま誰も話しかけないと、「気まずい」「つらい」「誰かが

話しかけるまで待とう」と思う参加者が出てくる
・用件だけになって、雑談などがあまり出ない → 場が和みにくい

ホストの心構え
・入室された人がいたら、音声チェックも兼ねて、一言、声をかける

例「〇〇さん、こんにちは。こちらの声、きこえますか?」「他の方が参加されるまで、しばらくお待ちください」

・通常の会議以上に、ファシリテート※を意識して、場を進行・和ませていくよう
心がける
※ファリシテート:会議などの進行を司る役割。オンライン飲み会でもファシリテーターいると盛り上がりやすい。

・会議の終了を告げるのは、ホストの役割と心得る
※参加者からは終了を告げくい。最後はホストが終了を告げると、会議を終わらせやすい。



564-4.オンライン交流会や飲み会でのちょっとした工夫
オンラインミーティングでの悩み

・対面でないので、名刺交換ができない

ちょっとした工夫（一案）
・参加者に、名刺変わりのバーチャル

背景を設定してもらう

・QRコードなどもバーチャル背景に
いれておくと、自社サイトを確認
してもらいやすい

・話のきっかけにもなるので、場が
和みやすい
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第５章
の困ったときのQ&A

～自身が困ったときのためだけでなく、Zoom相手が困られた際のアドバイスとしてもお役立て下さい～

Q1.Zoomに接続できない
Q2.声が聞こえない、聞こえづらい
Q3.顔が映らない
Q4.途中から、音声や映像がとぎれがちになる
Q5.音がハウリングする
Q6.顔が暗くて、表情が判りづらい
Q7.ミーティングの途中でホストが退出したい



58Q1.Zoomに接続できない（1/2）
よくある原因（７つ）

①アプリのインストールをしていない
PCやスマートフォンにZoomのアプリがインストールされているかを確認。
※PCではアプリを使わずにGoogle Chrome等のブラウザからZoom起動も可能だが、アプリ使用を推奨。

②ミーティングへの招待リンク・ID・パスコードに間違いがある
以下を確認。
・ミーティングIDとパスワードの入力ミスがないか?
・主催者側が間違った招待リンク、パスワードを伝えていないか?

③通信環境が不安定
通信量が多いため、Wi-Fiルーターの電波が弱い場所や、通信量に制限がかかっている場合（低減速
モード）などはつながりにくい。
無線LANや、1台のWi-Fiルーターに同時接続する人数が多い時も不安定になりやすい。
→対策案:電波が強い場所に移動、有線LANを使用、接続するWi-Fiルーターを変える（分散させる）。



59Q1.Zoomに接続できない（2/2）
④ブラウザのバージョンが古い・非対応

「サポートされていないブラウザを使っています」とメッセージ表示。
Google Chromeなどのブラウザのバージョン更新は、セキュリティなどの観点からも重要なため、Zoomを利用する／
しないにかかわらず、定期的に更新する、

⑤Zoomのバージョンが古い
Zoomは定期的にセキュリティアップデートを実施。画面にアップデートを促すポップアップ（画面）が表示されたら
更新する。バージョンが古いと、音が聞こえないなどの不具合が発生する恐れがある。
※現時点では、5.0未満のバージョンを利用している場合、Zoomミーティングには参加できない。

⑥会議への参加人数が上限を超えている
Zoomのプランによって、参加可能な人数の上限が異なる。子の人数を超えるとZoomに接続できなくなる。
「無料プラン」「Pro」は100人まで。「Business/Education」は300人まで。「Enterprise」は500人まで。

⑦Zoom側の不具合
自分以外もZoomに入れない状態になっている場合は、Zoom自体に不具合や障害が起きている恐れあり。
同じ時間帯の利用者が多ければ多いほど、動きが遅くなる。Zoomの公式サイトや公式Twitterで確認。
Zoom側で障害が発生している場合、ユーザー側で出来ることはないため、復旧するまで待つ。

直前に慌てないよう、あらかじめ、余裕を持ってZoomを立ち上げておきましょう・



60Q2.声が聞こえない、聞こえづらい（1/5）
声が聞こえないと言われた側（もしくは両方）のZoomの設定などを確認してみましょう。

ここを確認

①マイクのボタンが「オーディオに接続」となっていないか?
※聞こえないと言われた側

左下のボタンがマイクの形をしていなかったら、オーディオに参加できていない＝音が聞こえない状態。

（1）「オーディオに接続」をクリック
（2）「コンピューターでオーディオに参加」をクリック
（3）画面左下のメニューがマイクマークになればOK

クリック

※本来は、Zoom起動時に、
クリックしておく!

クリック



61Q2.声が聞こえない、聞こえづらい（2/5）
ここを確認

②マイクのボタンに赤斜線が入っていないか? ※聞こえないと言われた側

左下のボタンのマイクに赤斜線が入っている＝マイクのスイッチがオフ（ミュート）の状態。

クリックして、ミュートを解除する。

オフの状態 オンの状態
クリックできりかえ

こんな時は、ミュートを解除できません

例えば、ホスト側が、全員をミュートにする際、
「参加者に自分のミュート解除を許可します」にチェック
をいれずにミュートにした場合は、参加者側で自身の
ミュートを解除することはできません。
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ここを確認

③オーディオ（スピーカー、マイク）の音量が小さすぎないか?※双方

マイクの右側の「 ^ 」をクリック → オーディオ設定で、マイクの音量を上げる。

④オーディオ（スピーカー、マイク）の選択が間違っていないか?
※聞こえないと言われた側

オーディオ設定で、マイクの選択を変えてみて、テストをしてみる。

クリック

Q2.声が聞こえない、聞こえづらい（3/5）



63Q2.声が聞こえない、聞こえづらい（4/5）
動画の流れ

・「オーディオに接続」に
なっていたら、
「コンピューターでオー
ディオに参加」する

※クリックで、ミュート
⇔ミュート解除を切替。

・それでも聞こえなければ、
「オーディオ設定」で、
マイクとスピーカーの
選択をかえてみる。
「テスト」をクリックし
て音が聞こえたらOK。

・音量の調整もしてみる



64Q2.声が聞こえない、聞こえづらい（5/5）
ここを確認
⑤マイクへのアクセスが許可されているか? ※聞こえないと言われた側

Window10や、スマホOSでマイクへのアクセスが許可されていないと、音が聞こえない。
Zoomではなく、PCの左下にあるスタートメニューの「歯車」アイコンをクリック。「プライバシー」
を選択。左メニューにある「マイク」をクリック。もしOFFになっていたら、ONにする

（スマホの場合:スマホの設定→下の方にスクロールして「Zoom」をタップ→マイクがONになっているか確認）

それでもダメな時

⑥聞こえづらい場合は、ヘッドセットを使ってみる ※双方

オーディオ（スピーカー、マイク）の音量を最大にしても聞こえづらい時

⑦マイクを使っている他のアプリがあれば閉じる ※聞こえないと言われた側
例えば、他のオンライン会議ツールを立ち上げていたりすると、干渉しあうため

⑧一旦、退室し、Zoomを立ち上げ直した上で入室し直す ※聞こえないと言われた側

最後の手段
⑧代替手段をとる ※双方

Zoomではカメラ・画面の共有のみ行い、音声は、電話／LINE・Facebookの音声通話などで代用。
もしくはスマホでZoomに入ってそちら側で音声がOKならば、PCは画面共有、スマホは音声として使う。



65Q3.顔が映らない（1/2）
顔が映らないと言われた側のZoom設定などを確認してみましょう。

ここを確認

①カメラのボタンに赤斜線が入っていないか?
左下2つ目のボタンのカメラに赤斜線が入っている＝カメラオフの状態。

クリックして、カメラをオンにする。

クリック
赤斜線が消えて、

自分の顔がうつればOK

こんな時は、カメラオフに
なっています

例えば、ホスト側が参加者の
カメラオフにしている場合
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ここを確認
②カメラへのアクセスが許可されているか?

Window10や、スマホOSでカメラへのアクセスが許可されていないと、音が聞こえない。
Zoomではなく、PCの左下にあるスタートメニューの「歯車」アイコンをクリック。「プライバシー」
を選択。左メニューにある「カメラ」をクリック。もしOFFになっていたら、ONにする

（スマホの場合:スマホの設定→下の方にスクロールして「Zoom」をタップ→カメラがONになっているか確認）

それでもダメな時

③一旦、退室し、Zoomを立ち上げ直した上で入室し直す

最後の手段
④代替手段をとる ※双方

Zoomでは音声のやりとりのみとし、資料の共有などはメールなどを使って、それぞれがデータを閲覧。
もしくはスマホでZoomに入ってそちら側でカメラがOKならば、スマホで行う。

Q3.顔が映らない（2/2）



67Q4.途中から、音声や映像がとぎれがちになる
最初は問題なかったのに、途中から音声が途切れたり、映像（相手の顔や画面共有）が固まったり
途切れがちになる場合がある。
Zoomの画面上に「インターネット接続が不安定です」のメッセージが表示される場合がある。

考えられる原因

・通信環境が不安定

対策案
音声と映像だと、映像の方が通信量が多い。通信量を減らす。

①画面の共有をしていたら、共有をやめる
②話をしない時は、マイクをミュートにする
③カメラオフにして、音声のみにする



68Q5.音がハウリングする
複数の人間が１か所に集まって、それぞれZoomを立ち上げると、それぞれのPCで音を拾いあう
ため、ハウリングが生じる。

対策案
オーディオ（マイク、スピーカー）を使うPCを一台決めて、それ以外のPCのオーディオ（マイク、スピー
カー）を使わない。

方法１:マイクとスピーカーそれぞれの
音量を0にする

方法２:コンピューターオーディオから
退出する

①マイクの横の「^」をクリック
②「コンピューターのオーディオから退出」

をクリック
③マイクが「オーディオに接続」に変わって

いたらOK
クリック

方法２



69Q6.顔が暗くて、表情が判りづらい
カメラに対して逆光であったり、照明との位置関係によって、顔が暗く映る場合がある。
顔が暗いと、表情が判りづらく、印象が悪くなりがち。

対策案

・明るい方に自分の顔が向く位置に移動
・背景が窓などの場合は、カーテンを閉める
・自分の正面に光源（LEDリングライトなど）を置く

逆光の場合（顔が暗い）

リングライトの例

逆光でない場合（顔が明るい）

場所を変える
だけで

顔の明るさが
近います



70Q7.ミーティングの途中でホストが退出したい
何等かの理由で、ホストが途中で退出しなくてはいけない場合

途中で退出する際の手順

①あらかじめ、他の参加者をホスト（もしくは共同ホスト）にする

「参加者」をクリック→参加者一覧から、ホスト（共同ホスト）にしたい人の参加者名にカーソルを合わせ
て、[詳細] を選択→ 「ホストにする」[共同ホストにする] をクリック

②退出する時に、「全員に対してミーティングを終了」ではなく
「ミーティングから退出」



71最後に

今回ご紹介した方法や機能は一部です

Zoomには、他にもいろいろな機能があります。

また、Zoomアプリのバージョンアップに伴って、機能が追加・変更されたり、
画面が変わる事もあります。

Zoomアプリのバージョンアップは、セキュリティ対策も含まれていますので、
最新のバージョンを使うようになさって下さい。

Zoomは幅広く使われていますので、インターネット検索で情報を得やすいです。
何か判らないことがあれば、インターネット検索なさって下さいませ。



基礎から学べるデジタル人材養成講座

ビジネスで Zoom を使いこなす!
便利技 120% 活用講座

京都コンピューターシステム事業協同組合
理事⾧ 桂田 佳代子


