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数学者でもわかる Zoom の使い方
多元数理科学研究科・内藤久資

version 0.7 間違いなどがあればご連絡ください

1. Zoom のオンラインミーティングに参加する (Section 1)
2. Zoom のセキュリティ (Section 3)
3. Zoom の通信量 (Section 4)
なお, Zoom を利用するときに出てくる用語は以下の通りですので, 誤解をしないようにして
ください.

• 「ミーティング」
：オンライン講義またはオンライン会議のこと
• 「ホスト」
：ミーティングを開催した人（または機器）のこと. 複数のことがある
• 「参加者（ゲスト）」
：ミーティングに参加した人（または機器）のこと
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Zoom のオンラインミーティングに参加する

初めて Zoom を使うときにやるべきこと
事前に https://zoom.us/download から最新版の「Zoom アプリ」をダウンロードします.
Zoom は PC (Windows/macOS/Linux) 以外にもタブレット (iPad/Android), スマートフォ
ン (iPhone/Android) でも利用できます.
常に最新版のアプリを使ってください

Zoom はブラウザ上でも動作しますが, アプリを利用したほうが安定して動作すると考えら
れます.

Zoom ミーティングに参加する
1. ミーティグ主催者から「招待メール」が届きますので, その中にある「URL」
・
「ミーティ
ング ID」
・
「パスワード」を確認してください




Zoom ミーティングに参加する
https://zoom.us/j/99941616196?pwd=MWpVWU54Vm1sZjdyM2JkRzEvSGJ1dz09
ミーティング ID: 999 4161 6196
パスワード: 060924




2. 開催時刻の数分前に招待メールにある URL をクリックしてください.
図 (Fig 1.1) のようなページが開いたら, ここの「ダウンロード」から Zoom アプリをダ
ウンロードしてください

3. Zoom アプリを起動すると図 (Fig 1.2) のウィンドウが開きます
「ミーティングに参加」をクリックします. 「サインイン」する必要はありませんが, 次
のウィンドウの「名前欄」には必ず本名を書いてください
注意：本来であれば「サインイン」すべきです (Section 3 セキュリティ参照) が, 講義利
用時に全受講生にサインアップ＆サインインを求めることは困難だと考えます

4. 招待メールにある「会議 ID」を入力します (Fig 1.3)
最初は全てのチェックボックスを OFF にして参加します
「名前」には, 必ず「本名」を書いてください. そうでないと, ホストからは不正な参加
者とみなされて, 入室できないことがあります
名前を間違えた場合, ミーティング参加中に名前を変更したい場合には, 最下段にある「参
加者」の中から自分自身を探して, 「詳細」を選択すると, 名前の変更が可能です (Fig
1.8)

5. 招待メールにある「パスワード」を入力します (Fig 1.4)
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6. 図 (Fig 1.5) のような表示が出るので, ミーティグへの参加許可が出るまで暫く待ちます
7. ミーティングへの参加が許可されると, 図 (Fig 1.6) のようなウィンドウが開きます
• 最下段にある「音声」
・
「ビデオ」の制御から, 必要に応じて音声・ビデオの ON/OFF
を行います
• 「チャット」では, 参加者同士のチャットが可能です
• 「参加者」をクリックすると, 図 (Fig 1.7) のウィンドウが開きます
この最下段にある「手を挙げる」から挙手をすることができます.

• ミーティングから離脱する時には, 「ミーティングから退出」をクリックします.
一旦ミーティングから退出しても, 再度入室することが可能です

ミーティング中のエチケット
ミーティング中は以下に注意してください.

• マイクを利用して発言すると（マイクが音声を拾うと）, 発言者のビデオ画面が前面に出
てきますので,
– 発言する場合以外はミュートしてください
– 必要な発言を行う場合には手を挙げて, ホストから発言の許可を得てから発言して
ください
– ミーティング中に発言が予想される場合には, 開始前に音声確認を行ってください
• 「チャット」は, ホストの設定により禁止されている場合があります. 許可されている場
合でも,
– ホストから許可されていない限り, チャットでファイルを送らないでください
– ホストから許可されていない限り, チャットにリンクを書き込まないでください

図 1.1: 最初に Zoom を使ったときの画面
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図 1.2: Zoom アプリの起動画面
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図 1.3: ここに会議 ID と名前を記入

図 1.4: パスワード入力

図 1.5: 入室許可が出るまでの待機画面

図 1.6: 入室後の画面

図 1.7: 「手を挙げる」

図 1.8: 参加者の「詳細」

naito@math.nagoya-u.ac.jp

数学者でもわかる Zoom の使い方

14, 15, 20 April 2020, Version:

5

0.7

Zoom のオンラインミーティングを開催する

2
2.1

Zoom アカウントの基本設定

この部分は, 最初に一度だけ行います. ミーティングを開催する時には, 必ずこの設定を行っ
てください.

1. ウェブブラウザで https://zoom.us/jp-jp/meetings.html にアクセスして, 右上にあ
る「サインイン」をクリックして, Zoom にサインイン（ログイン）します.
2. サインイン後に出てくるページの「プロフィール」で, 各自の名前を確認してください.
必要なら「編集」をクリックしてプロフィールを編集します (Fig. 2.1)
3. プロフィールの横の “＞” をクリックします (Fig. 2.1)
4. プロフィールが閉じた後に「設定」をクリックします (Fig. 2.2)
5. ここには「ミーティング」
・
「記録」
・
「電話」のタブがあり, それぞれ「初期設定」を指定
できます. その中で, セキュリティ上重要な項目がありますので, それらは以下の表の通
りに設定してください.

図 2.1: 「プロパティ」
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図 2.2: 「設定」への移動
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ホストビデオ
参加者ビデオ
音声タイプ
ホストの前の参加
ミーティングスケジューリング時に個人ミー
ティング ID (PMI) を使用
インスタントミーティング開始時に個人ミー
ティング ID (PMI) を使用
認証されているユーザーしかミーティングに
参加できません
Only authenticated users can join meetings
from Web client
新しいミーティングをスケジューリングする
際にパスワードが求められます
インスタントミーティングに対してパスワー
ドが求められます
パーソナルミーティング ID（PMI）に対して
パスワードが求められます
ワンクリックで参加できるように、ミーティ
ングリンクにパスワードを埋め込みます
電話で参加している出席者に対してはパス
ワードが必要です
参加者をエントリ後にミュートする
サードパーティのエンドポイントに対して暗
号化が求められます（H323/SIP）
チャット
ファイル送信
共同ホスト
ミーティング管理ツールバーを常に表示する
画面共有
ユーザーのデスクトップ/画面共有を無効に
します
注釈
ホワイトボード
遠隔操作
取り除かれた参加者を再度参加させることを
許可
Allow participants to rename themselves
相手側のカメラ操作
ミーティング/ウェビナーのゲスト参加者を特
定する
チャットでの自動応答グループ
待機室

ON
OFF
コンピュータオーディオ
ON
OFF
OFF
ON?
ON?
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF (講義利用時)
会議利用時は ON でもよい
OFF (講義利用時)
会議利用時は ON でもよい
ON
ON
ON
(共有できるのはホストのみ)
OFF
OFF
ON
(コンテンツ自動保存 ON)
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON (全参加者)

表 2.1: 「ミーティング」の設定 (1)
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「ブラウザから参加する」リンクを表示します
ミーティングのライブストリーム配信を許可
クラウド記録が利用可能なとき
iOS タスクスイッチャーでスナップショット
をぼかす
ルームシステムにダイレクトコール

OFF
OFF
OFF
ON
OFF

表 2.2: 「ミーティング」の設定 (2)

ローカル記録
クラウド記録
自動記録
共有されているクラウドレコーディングにア
クセスするにはパスワードが求められます

OFF
ON
OFF
ON

表 2.3: 「記録」の設定

全ての項目

OFF
表 2.4: 「電話」の設定

naito@math.nagoya-u.ac.jp

数学者でもわかる Zoom の使い方

14, 15, 20 April 2020, Version:

2.2

8

0.7

ミーティングのスケジューリング

1. Zoom のアプリを起動して, 「スケジュール」をクリックします. （即座にミーティング
を開始する時には「新規ミーティング」をクリックします）(Fig 2.1)
2. スケジュールのダイアログでは, 「日時」を指定した後, 「ミーティング ID」は「自動生
成」, 「パスワード」は「必須」として「スケジュール」をクリックします (Fig 2.2)
注意：

• ビデオ設定はミーティングの内容（会議・講義など）によって使い分けてください
• ミーティング終了時刻は「めやす」程度の意味しかもちません. その時刻を越えて
ミーティングを継続することができます
3. スケジュール設定が済むと指定したカレンダーが開き, 「会議スケジュール」と「参加す
るための URL」がカレンダーに設定されます (Fig 2.3)
この中で「赤枠」囲んだ部分




Zoom ミーティングに参加する
https://zoom.us/j/99941616196?pwd=MWpVWU54Vm1sZjdyM2JkRzEvSGJ1dz09
ミーティング ID: 999 4161 6196
パスワード: 060924




の部分をミーティング参加予定者にメールなどで通知してください（講義の場合には,
NUCT の「お知らせ」を使って受講生に通知するのがよいと考えます）. ミーティング
ID とパスワードを第三者に知られると, ミーティングに不正にログインされる可能性が
あります

4. ミーティングスケジュールは, Zoom アプリに表示されます. 開始時刻（の少し前）に「開
始」をクリックします (Fig. 2.4)
5. スケジュールしたミーティングをキャンセルするには, 「開始」の左のボタンから「削除」
をクリックします (fig. 2.4)
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図 2.1: 「スケジュール」を選択

図 2.2: 「スケジュール」の詳細設定

図 2.3: 参加者に送るメールの内容

図 2.4: ミーティングの開始
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Zoom ミーティングのやりかた

1. 入室を希望する参加者があらわれると, 「参加者」欄に図のような表示があらわれます.
「許可する」を選択してください (Fig. 2.1)
注意：正当な参加者と考えられないユーザの場合には「削除」をしてください一旦削除
したユーザが再度参加することはできません (Fig. 2.2)

2. 参加者の音声を制御する場合には, 「参加者」欄で「ミュート (解除)」を行ってください
(Fig. 2.3)
また, 参加者にビデオを ON にするリクエストを行うことができます (Fig. 2.3 の「詳細」
をクリックする)

3. 予定された参加者が全員参加したことがわかったら, 「セキュリティ」から「ミーティン
グのロック」を選択してください (Fig. 2.4). これによって, 新たな参加者（不正な参加
者もしれない）はミーティングに参加できなくなります.
4. 画面共有によって, 「ホストの PC の画面」や「PC につないだ iPad の画面」を共有（参
加者に見せる）ことができます. 「共有」をクリックすると, 図の画面が開きますので, 必
要なウィンドウを選択して共有してください (Fig. 2.5).
共有を終了するには, 共有画面上部の「共有の終了」をクリックします (Fig. 2.6)

5. ここで書いた設定では, 参加者は画面共有ができません. 参加者に画面共有を行わせたい
場合には, 「セキュリティ」から「参加者の画面共有の許可」を行ってください.
ここを許可することによって, 不正な参加者が不正な画面を共有する可能性があります

6. 参加者が挙手すると, 「参加者画面」で「挙手」マークがつきます (Fig. 2.7)
必要がなくなったら「手を降ろす」を選択して, 挙手マークを解除してください (Fig. 2.8)

7. ミーティングを終了するには, 最下段右の「ミーティングの終了」をクリックします

図 2.1:
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図 2.3:

図 2.4:

図 2.5:

図 2.6:

図 2.7:

図 2.8:
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Zoom のセキュリティ
Zoom を安全に利用するには
https://apps.adm.s.u-tokyo.ac.jp/WEB_info/p/pub/5756/Zoom.pdf

の記述が参考になります. この章もこの文章を参考にしました.

Zoom を安全に利用するには, 必ず以下の設定を行ってください.
1. アプリを最新版にアップデートする
2. パーソナルミーティング ID (PMI) は利用しない
3. ミーティングにはパスワードを設定する
4. ミーティング ID とパスワードは参加者以外に漏洩しないようにする
講義参加者にはメールで連絡することとし, WEB ページには書かない

5. 「待機室」を使う
6. 参加者には「本名」を使ってもらう
「漢字氏名」などが使える参加者には「漢字」で氏名を書いてもらうとよいかもしれま
せん.

7. 参加者には画面共有を許可しない. 画面への注釈を許可しない
（少人数のセミナー・会議などは例外）
参加者が少なく, 互いによく分かっている場合には, 参加者に画面共有・注釈を許可する
ことによって, より効率的なセミナー・会議を行うことができます. しかし, 講義のよう
に多くのユーザがいる場合には, その中に不正な（悪意のある）参加者が紛れ込んでいる
恐れがあります. そのような場合に, 参加者に画面共有・注釈を許可することはリスクが
あります.

8. 参加者同士のプライベートチャットは許可しない. 可能ならば, チャットそのものを許可
しない
（少人数のセミナー・会議などは例外）
参加者が少なく, 互いによく分かっている場合には, チャットを許可してもよいと考えま
す. しかし, 講義のように多くのユーザがいる場合には, その中に不正な（悪意のある）
参加者が紛れ込んでいる恐れがあります. そのような場合に, 参加者にチャットを許可す
ることによって, チャット内に不正なサイトへのリンクを埋め込まれたり, マルウェアを
含むファイルをチャットとしてアップロードされる危険性があります. ですので, チャッ
トを許可した場合には, 極力チャットのなかにリンクを埋め込まない, チャットでファイル
を送らないことに注意してください.

9. 予定された参加者が揃った時には, ミーティングをロックする
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10. 参加者にはレコーディングを許可しない
（少人数のセミナー・会議などは例外かも）
画面共有などで提示された資料には, ホストや参加者自身が著作権を保有していないもの
が含まれることがあります. それらをレコーディングして再利用することは著作権法違
反に問われることがあります.
本来は全ての参加者にサインインを求め, （例えば）名古屋大学のメールアドレスをもたない
ユーザ以外は参加できないようにすべきですが, 現時点では, 名古屋大学ではこの機能を用いる
ことができません.
現時点で fix されていない主要な問題点としては,

1. 通信が End-to-End で暗号化されていない
2. メールアドレスの漏洩
3. 不正な利用者が参加し, 不正な画面共有・注釈を行う
が知られています.

3.1

通信が End-to-End で暗号化されていない

Zoom ではクライアントとサーバ (Zoom.us 社が管理している) 間で通信を行い, その通信は
暗号化が行われている. 全てのミーティングデータはサーバ上では暗号化されない形となって
いる（クラウドサービスでは通常の形態）. したがって, クラウドサーバに置くことができな
い機密情報を扱う場合には Zoom は利用すべきではない. それほどの情報ではない場合には
気にする必要はない（気にしてもしかたがない）. （上記文献から引用）

3.2

メールアドレスの漏洩

「招待」を選択すると, 同一のメールドメインに属するユーザが一覧として表示される. 名
古屋大学の場合にはどうしようもない.

3.3

不正な利用者が参加すること

これが最大の問題. これを回避する方法は, 上記 1 – 9 を徹底するしかない.
ランダムなミーティング ID を利用してパスワードを設定しても, この問題は多発していると
報道されている.
予想される原因は以下の通り（あくまで著者の予想です）
：

• Zoom は H.323-SIP でのミーティング参加ツールを有料で提供している. このうち SIP
での connect にはパスワードがかかっていない可能性がある
• ミーティング ID は 11 桁なので, SIP connection をランダムに試せば, 開催中のミーティ
ングに接続できる可能性がある
これは, Zoom の「仕様」の可能性があるので, 本質的には回避不能かも.
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Zoom の通信量
我々が実際に通信量を計測したデータでは

• 150-170MB/30min = 0.5GB/90min
参加人数４人, （うち映像利用２名）

• 550MB/60min = 0.8GB/90min
参加人数 20 人, （ほぼ全員映像利用）
です. いずれもピークレートは 1Mbps 程度と考えられます. したがって,

• 学生の自宅では固定回線ではなく, 通信量の上限がある場合がありますので, 講義で利用
する場合には, 学生の通信環境を考慮する必要があります.
• 近接した場所で多くのユーザが利用すると, ネットワーク帯域が足らなくなる可能性があ
ります.
ピークレート 1Mbps, 回線速度 100Mbps とすると, 同一回線上に十数人が上限となるか
もしれません
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