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はじめに

2020年4月末現在、新型コロナウイルスの脅威は
世界中を包み込んでいます。 
さまざまな分野に影響が出ていますが、特に人が集
まる活動は大幅に制限されています。その対策とし
て、あるいは新しい文化を生み出す契機として、
『Zoomの使用』をご提案いたします。 

なお、4月5日にZoomのセキュリティ仕様が急遽変
更になりました。悪質な荒らしが発生したためで、
一旦ガチガチにセキュリティが固められました。



はじめに

変更が発生しているのは主に『入室』に関してで、 
部屋には必ずパスワードが設定される 
ことになりました。また、ホストがいない部屋には
入れなくなっていましたが、現在ではその制限は緩
和されたようです。 

この資料は、リアルなセミナーで使っているスライ
ドデータに、口頭でお伝えしている解説等を追記し
たものです。制作者については、最終ページの『執
筆者紹介』をご覧ください。
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1：Zoomとは何か？

ひとことで言えば、Zoomはテレビ電話型のWeb会
議サービスです。 

そのジャンルでもっとも知名度が高いのはSkypeで
すが、ZoomにはSkypeにはない、便利でユニーク
な特徴があります。



1：Zoomとは何か？

PC版 スマホ版

PCでもスマホでも使え、各画面はこんな感じです。



2：Zoomのここが画期的

主要な特徴はざっと以下の通りです。 
※ この特徴は田原真人さんの著書『Zoomオンライン革命！』を参考にしました

❶ 1クリックで接続できる 
❷ 安定した接続 
❸ 多人数でも画像と音声のストレスがない 
❹ ブレークアウトセッションが使える 
❺ 画面共有ができる 
❻ みんなで書き込めるホワイトボードを使える 
❼ 1クリックで録画できる 
❽ 多様な端末から繋がる（PC、スマホ、タブレット） 
❾ 安価



2：Zoomのここが画期的

❶ 1クリックで接続できる 
　 Skypeは電話のイメージ、Zoomは仮想会議室のイメージです。

固有のURL

ID ID



2：Zoomのここが画期的

ID IDID ID

人数分のID情報の共有が必要 ：人数が増えても 
　必要な情報は1つ

固有のURL

❶ 1クリックで接続できる 
　 Skypeは各自の情報が必要ですが、ZoomはURLとパスワード 
　 情報だけでOK。※ 以前はURLだけでよかったのですが、2020年4月に仕様変更



2：Zoomのここが画期的

❷ 安定した接続 
　 １対１の場合には、あまり差はありません。

ID ID



2：Zoomのここが画期的

❸ 多人数でも画像と音声のストレスがない 
　 Zoomはトラフィックが１本なので、多人数でも混線しません。 
　 Zoomは無料版でも100人まで安定接続でします。



2：Zoomのここが画期的

ただし、現在ではSkypeにも「会議室」機能が追加され、 
50人までの同時接続が行えるようになっています。 
その場合は、Zoomと同じく発行したURLに集まる形で 
IDの交換は必要ありません。 
つまり、Zoomの特性を取り込んだのだと言えます。 

そのため、❶ ～ ❸ の特徴は 
『何故、Zoomが注目されるようになったのか？』 
という歴史的背景としてご理解いただくべきでしょう。 

また、現在ではZoomやSkypeの他に、 
Cisco Webex MeetingやMicrosoft Teamsといった 
選択肢があることも、あわせてお伝えしておきます。



2：Zoomのここが画期的

❹ ブレークアウトセッションが使える 
　 現在では、このことが最も大きなZoomの魅力かもしれません。 
　 任意の人同士で小部屋に分かれて議論できる機能です。



2：Zoomのここが画期的

❹ ブレークアウトセッションが使える 
　 振り分け機能には、アトランダムの「自動」と同室になる人を 
　 選べる「手動」の２種類があります。



2：Zoomのここが画期的

❺ 画面共有ができる 
　 誰かが開いているソフトを全員で見ることができます。 
　 操作もそのまま反映されるので議事録入力にも便利です。

リアルな会議 Zoomの会議



2：Zoomのここが画期的

❻ みんなで書き込めるホワイトボードを使える 
　 画面共有と似ていますが、図示が必要な場合にはさらに便利。



2：Zoomのここが画期的

❼ １クリックで録画できる 
　 他のソフトを併用しないで録画できるのは、非常に快適です。

このボタンを押すだけ



2：Zoomのここが画期的

❽ 多用な端末から繋がる（PC、スマホ、タブレット） 
　 スマホを使えば現場から実況してもらうこともできます。

PC版 スマホ版

一画面に表示される人数は、PC版は25人、 
スマホ版は4人で、それを越える人たちは 
次の画面に送られます。



2：Zoomのここが画期的

❾ 安価 
　 Zoomは１対１（つまり２人）であれば、無料で使えます。 

　 ３人以上で使う場合も無料ですが、40分の制限がつきます。 
　 再度つなぎ直せば、また40分使えるので、 
　 途中の切断をいとわなければ、無料で使い続けられます。 

　 ただし、あまりに高機能なので、頻繁に使うようになると 
　「これを無料で使い続けるのは悪いなぁ」 
　 という気になってきます。それくらい善いサービスです。 

　 詳しくは「3：始め方」で解説します。



3：始め方

まずはPC版の解説です。 
ブラウザで以下のサイトに接続してみてください。

https://zoom.us

https://zoom.us


3：始め方

誰かから参加を呼びかけられ、会議室のIDを 
伝えられている場合は「ミーティングに参加」を 
クリックしてください。



3：始め方

以下のような画面が出るので、ID（9桁か10桁の番号）を 
入れると会議室に参加できます。 
このIDは、URLの末尾です。URLとして聞いている場合は、そのままブラウザにURLを入力すれば 
会議室に入れます。



3：始め方

自分でミーティングを開きたい場合は、 
「ミーティングを開催する」を選択。 
プルダウンメニューで希望の形式を選んでください。



3：始め方

サイトの下部から無料のソフト（コントローラー）をダウン 
ロードすると、以降の操作が簡単になります。 
ウェブブラウザのクライアントについては、最初にZoomミーティングを開始または参加するときに、
自動的にダウンロードされます。



3：始め方

スマホやタブレットについては、 
iPhoneやAndroidのストアに無料アプリが 
あるので、それらをダウンロードしてください。



3：始め方

有料版の基本は「プロ」コースで１ヶ月2,000円です。 
詳しくはZoomのサイトをご覧ください。 
※以前はもっと安かったのですが、コロナの影響もあり、2019年の年末から4ヶ月で登録者数が20倍 
（1000万人 → 2億人）になったようです。そのため、インフラの整備などが発生したのでしょう。 
　2020年4月に大幅な価格改定がありました。

https://zoom.us/pricing



4：基本的な使い方

PC版コントローラーの操作 
「すぐに使う」か「予約をする」かの2種類が選べます。 
すぐに会議室を開きたい時は「新規ミーティング」をクリック。



4：基本的な使い方

PC版コントローラーの操作 
予約をしたい時は「スケジュール」をクリックしてください。



4：基本的な使い方

PC版コントローラーの操作：予約をする

設定の際に注意すべきポイントは２つ

❶ この部分で開催日時を設定します 
   「定期的なミーティング」にチェックをすると、 
　 日時指定ではなく固有のURLで部屋ができます 
　 メリット　：告知が楽 
　 デメリット：勝手に使われる可能性が出る

❷ パスワードが設定されます 
　 以前は、パスワードを設定するかしないか 
　 選べていましたが、2020年4月5日の仕様変更で 
　 必ずパスワードが設定されることになりました。 
　 自動的に生成されますが、自分の好きな数字に 
　 変更することもできます。



4：基本的な使い方

PC版コントローラーの操作：予約を知らせる

❶ コントロールパネルの「ミーティング」を開くと、 
　 予約した部屋ができています 
❷ 「…」部分をクリックしてプルダウンパネルを出し、 
　 「招待のコピー」を押します。 
❸ テキストデータが取得されるので、この部分の 
　 URL（9桁の数字部分まででOK）とパスワードを 
　 参加希望者に知らせます。 
　 スマホアプリに入力するIDは9桁の数字です。

❶

❷



4：基本的な使い方

スマホ版コントローラーの操作 
表示は異なりますが、基本的にはPC版と同じです



4：基本的な使い方

この資料の以前のバージョンでは、 

・URLを毎回発行 
・パスワードは設定しない 

という使い方を推奨してきました。 
その方法が、不慣れな方にはやさしかったからです。 

しかし、Zoom自体が「パスワードを必ず設定し、 
ホストのいない部屋には入室できない」 
仕様となりましたから、今後はその仕様を前提に 
運用していくことになります。



4：基本的な使い方

具体的な注意点としては 

・告知に際しては、URLとパスワードを伝える 

ことが大切です。 
また、一旦はホストがいなければ部屋に入れない 
仕様になっていましたが、そちらは緩和された 
ようです。同じく、『待合室での一時待機』も 
デフォルトになっていましたが、同じく緩和され 
ました。 
待合室設定がされている場合の扱いは、次に記述 
しておきます。



4：基本的な使い方

参加者側：待合室設定がある場合 
URLを入力すると、「Zoomを開きますか？」と聞かれるので、 
「Zoomを開く」を押すと、パスワードパネルが出てきます。 
パスワードを入れて、ホストの許可を待つ形になります。



4：基本的な使い方

ホスト側：待合室からの入室を許可する場合 
入室希望者がパスワードを入れると、「参加者の管理」から 
選択肢がポップアップされます。「待機室を表示する」を押すと 
入室希望者がわかるので、OKであれば許可します。

❶

❷



4：基本的な使い方

PC版での基本操作 
よく使う機能は「ミユート」「ビデオの停止」「チャット」です。

ミュート：マイクがオフになります
ビデオの停止：カメラがオフになります

チャット：掲示板です



4：基本的な使い方

スマホ版での基本操作 
よく使う機能は同じですが、スペースが狭いのでスマホ独自の 
（若干わかりにくい）設計になっています。

ミュートボタンなどは 
画面をタップすることで 
出てきます



4：基本的な使い方

スマホ版での基本操作 
たとえば、チャットはちょっと奥まったところにあるので 
スマホではあまり使い勝手がよくありません。

  その画面にある 
「参加者」をタップすると 
「チャット」ボタンが 
  出てきます。



4：基本的な使い方

スマホ版での基本操作 
スマホの利点は機動性であり、チャットや参加者管理には向きま
せん。むしろ「安全運転モード」という画面がお薦めです。

  画面を左にスワイプすると 
  単純化された操作画面 
「安全運転モード」が 
  出てきます。



5：おもしろい機能

Zoomには画面共有の延長で、相手のパソコンを 
操作できるリモートコントロール機能などもあり 
ます。※もちろん双方同意のもとで可能になる制限的機能です 

中でもユニークなのはバーチャルバックグラウンド。 
背景の合成機能です。グリーンバックを準備すれば、 
より綺麗に合成できますが、なくても機能します。

「ビデオの停止」の右側にある三角ボタンをクリックして 
「バーチャルバックグラウンド」を選択



5：おもしろい機能

合成する画像は自分で登録することもできるので、 
セミナー資料などを映せば、ビデオ・コンテンツ 
制作にも利用できます。

画像登録ボタン



6：Zoomがつくり出す文化

オンライン・コミュニケーションは 
リアルの劣化や代替ではなく 

新しい文化です

リアルな会議 Zoomの会議



6：Zoomがつくり出す文化

リアル・コミュニケーションに対するZoomの特徴 

❶ 会議が録画できることによる時間の節約 
❷ 遠隔参加による時間と経費の節約 
❸ フラットな関係性での会話 
❹ 全員が正面を向いている会議 
❺ 自分の姿を見ながらしゃべるという体験



6：Zoomがつくり出す文化

❶ 会議が録画できることによる時間の節約
• 全員そろわなくても始められる 
• 正確な記録ができる 
• 書記がいらない 
• 参加できなかった人が録画で情報を共有できる

に限定公開でアップしてURLを知らせる

参加できなかった人は倍速再生で視聴すれば、 
1時間の会議を30分で正確に把握できます



6：Zoomがつくり出す文化

❷ 遠隔参加による時間と経費の節約

2時間の会議のために 
10時間分を無駄にしていませんか？

例：5人が片道1時間かけて集まるだけで 
自動的に移動時間として10時間が使われます。



6：Zoomがつくり出す文化

リアルにあって 
オンラインにないものは 

何でしょう？



6：Zoomがつくり出す文化

• 実際に足を運ぶという気持ち
• 仕事の後の飲み会
• におい
• 声の威圧感（生物的感覚）
• スケール感（物理的感覚）

リアルにあって、オンラインにないものは……

必ずしも善いものばかりではありません。 
特に立場的な「威圧感」などは会議には不要です。



6：Zoomがつくり出す文化

❸ フラットな関係性での会話

オンラインならではの文化

声や態度の威圧感がない ＝ ヒエラルキーが発生しにくい



6：Zoomがつくり出す文化

❸ フラットな関係性での会話

オンラインならではの文化

となりの人の顔はあまり見えない

立場が上の人が空間の起点になりがち

リアルな会議は物理的な設定が言外の意味をつくってしまう



6：Zoomがつくり出す文化

❹ 全員が正面を向いている会議

リアルな会議ではありえない

オンラインならではの文化



6：Zoomがつくり出す文化

❺ 自分の姿を見ながらしゃべるという体験

自分が笑顔なのか、不機嫌な顔をしているのかわかります

オンラインならではの文化



6：Zoomがつくり出す文化

Zoomの空間では、フラットな関係性をつくりやすい 
Zoomの空間では、全員が自分の方を向いてくれている 
Zoomの空間では、自分を客観的に見ることができる

❸ ❹ ❺ のまとめ

オンラインならではの文化



6：Zoomがつくり出す文化

「先輩に対して、上司に対して、女性に 
　対して（女性なら男性に対して）、 
　自分自身が必要な時にちゃんと本当の 
　ことが言えるかどうか？ 
　言えないならば、その組織は個人の 
　持つ力を集団として活かすための神経 
　回路が何らかの故障をしているという 
　ことです。」

オンラインならではの文化

オンライン会議は自由な発言を引き出しやすい



6：Zoomがつくり出す文化

オンライン・コミュニケーションは 
リアルの劣化や代替ではなく 

フラットな関係を生み出す、新しい文化です



あとがき

Zoomについて、知っている情報や感じている美点
と可能性をまとめてみました。 
今までZoomを知らなかった方、知っていたけれど
使っていなかった方の一助になれば幸いです。 

新型コロナウイルスは感染症であると同時に、人と
人との結びつきを断ち切る作用も持っています。 
わたしたちは、何らかの方法でその溝を乗り越え、
新しい形でつながっていかなければなりません。 
Zoomはその一翼をになうツールと言えます。
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https://www.jinpoubg.com/organization

