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Android(アンドロイド )スマホに
Zoom をインストールする手順と使い
方 
Android(アンドロイド)スマホに Zoom をインス
トールする手順は以下のとおり。 
1. Google Play から Zoom アプリを検索 
2. ”Zoom Cloud Meetings”という名前のアプリ

が見つかるのでダウンロード 
3. ダウンロード完了後アプリを立ち上げ 
4. Zoom にサインアップして完了 
このようにわずか 4STEPです。 
ミーティングに参加するだけならば 4 のサインア
ップさえ不要。非常に簡単です。 
それぞれの手順を詳しく見ていきましょう 
 
1)Google Playから Zoomアプリを検索 
Android(アンドロイド)スマホであればまずはア
プリのダウンロードを行う必要があります。 
Google Play のアイコンをタップして、検索窓に
Zoom と入力し検索をしましょう。 
このように”Zoom Cloud Meetings”というアプリ
が見つかります。 
これが今回の Zoom アプリのことです。 
 
2)”Zoom Cloud Meetings”という名前のアプリが見
つかるのでダウンロード 
Zoom アプリをタップするとインストールという
ボタンがあるので、そちらをタップするとダウン
ロードがスタートします。 
Zoom のアプリをダウンロードするのに料金はか
かりません。 
Pro(プロ)プランにアップグレードしない限り、何
も請求されないので安心してください。 
 
グに参加するだけであれば「ミーティングに参加」
をクリックすると良いです。 
 
３)WEB 会議やミーティングに参加するだけの場
合 
先ほどもご説明した様に Android(アンドロイド)
用 Zoom アプリをダウンロードすれば、アカウン
トを作る事なく WEB ミーティングや会議に参加
するだけなら可能となります。 

参加だけをするのであれば「ミーティングに参加」
をタップすればミーティング参加という画面が開
くでしょう。 
この時に必要なのは”ミーティング ID”か”会議室
名”のどちらか。 
“ミーティング ID”か”会議室名”は WEB 会議や
WEB ミーティングを開催する方から送られてく
るはずなので、どちらかを入力しましょう。 
その際に自分がビデオで相手に見られたくない場
合もあると思います。 
その場合は「自分のビデオをオフにする」ボタン
を OFFに切り替えておくのをおすすめします。 
設定が終われば、「ミーティングに参加」というボ
タンが下部にあるのでそちらをクリックすれば
WEB会議やWEBミーティングに参加する事がで
きるでしょう。 
 
４)WEB会議やミーティングから退出したい時は 
WEAB会議やミーティングから退出したい時には
画面右上の退出ボタンをタップするだけ。 
ミーティングから退出しますか?と Zoom アプリ
から尋ねられますので、”はい”を選びましょう。 
 
５)相手にチャットを送ることも可能 
WEB会議やミーティングに参加中、相手にチャッ
ト(メッセージ)を送ることも可能です。 
チャットを送りたい場合にはAndroid(アンドロイ
ド)スマホの画面のどこかをタップしてください。 
すると下に参加者というタブが出てきます。 
“参加者”タブをタップするとスマホ画面左下に
「チャット」ボタンがありますので、こちらをタ
ップ。 
するとチャット入力画面が現れますので、チャッ
ト送信ができます。 
この際に送信先を選ぶこともできますので、個人
に送りたい場合は個人名を、全体にチャットした
いのであれば”全員”を選ぶ様にしましょう。 
チャットを終了したい場合には左上の閉じるをタ
ップすれば良いです。 
 
６)ミーティング中、ビデオをONにしたりOFFに
切り替える 
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として知っておきたいのが、動画の切り替え方法。 
WEB 会議やミーティング中に自分のビデオカメ
ラを ON にしたい、または OFF にしたいという
場面もあるでしょう。 

その際にはミーティング中に Android(ア
ンドロイド)スマホの画面をタップしてく
ださい。 

すると画面下部に”ビデオ”という文字とアイコン
が見えると思います。 
ここをタップすることでビデオのON、OFF を切
り替える事ができます。 
自分のビデオカメラを OFF にしている場合、相手

画面をタッ
プすると相
手画面がメ
インになっ
た状態で通
話すること
も可能です
ので覚えて
おくと良い
でしょう。 
 
７)バーチャ
ル背景機能は
アンドロイド
スマホでは使

用できない 
 
Zoomのアンドロイドアプリの設定、使用方法のま
とめ 
いかがだったでしょうか、今回は Zoom の
Android(アンドロイド)スマホ用アプリのインス
トールの仕方から使い方までをご紹介しました。 
Zoomは無料でも使用する事が可能で、パソコン、
スマホともにアプリが用意されているなど非常に
便利で使い勝手の良いツールとして評判です。 
スマホがあればマイクやスピーカーも不要ですし、
アプリをダウンロードすればすぐに WEB ミーテ
ィングに参加でき、使い方も簡単。 
Android(アンドロイド)スマホをお持ちの方はぜ
ひダウンロードして使ってみてくださいね。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
iPhone を使って Zoom にはじめて参
加する方法を解説いたします。 

目次 

1. Zoom アプリをインストールする 
2. Zoom 会議に参加する方法 
3. Zoom 会議で質問をする方法 

1. 手を上げて質問をする 
2. チャットで質問をする 

4. Zoom 会議に参加する上の注意点 
5. 勝手にマイクやビデオをオンにしない 
6. 画面に勝手に落書きしない 
スポンサーリンク 
Zoomアプリをインストールする 
 
分類: ビジネス,仕事効率化 
価格: 無料 (Zoom) 
何はともあれ、Zoom アプリをインストールしな
いとはじまりません。 
Zoom会議に参加する方法 
次に、Zoom会議に参加する方法です。 
 
非常に簡単。Zoom セミナーを主催している方か
ら、Zoom 会議に参加するための
URL が送られてくるはずです。 
それをタップしましょう。 
 
 

 

https://inakagawa.com/?p=13335#toc1
https://inakagawa.com/?p=13335#toc2
https://inakagawa.com/?p=13335#toc3
https://inakagawa.com/?p=13335#toc4
https://inakagawa.com/?p=13335#toc5
https://inakagawa.com/?p=13335#toc6
https://inakagawa.com/?p=13335#toc7
https://inakagawa.com/?p=13335#toc8
https://itunes.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8&uo=4&at=10laxZ
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Zoom を開きますか？っと聞かれたら「開く」をタ
ップ。 

 
すると、Zoom アプ
リに切り替わりま
す。 
Zoom 参加時の名前
を決めます。お申込
み時の名前にして
おくと、主催者にわ
かって親切です。 

 

 

すると、こんな画面。マイクとカメラのアクセス
許可をタップ。 
 

そして、ここが重
要。「インターネ
ットを使用した
通話」を選びまし
ょう。 
セミナーの音を
聞くためのスピ
ーカーの音です。 
これで、zoom会
議に参加が可能
になりました。 

Zoom会議で質問をする方法 
Zoom 会議で質問する方法は 2つあります。 
手を上げて質問をする 

一つは手を上げて、質問をします。 

 
れないと質問する事はできません＾＾； 
チャットで質問をする 
もう一つは、チャットで質問をします。 
 

 
「参加者」と言う箇
所をタップすると、
Zoom 会議に参加し
ている人の一覧が
表示されます。 
ここに、「チャット」
と言う箇所があり
ます。 

 
 
 

DATA利用量は、10分で約 100M が目安 

https://inakagawa.com/wp-content/uploads/20181022095228.png
https://inakagawa.com/wp-content/uploads/20181022095746.png
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これをタップすると、
質問をすることがで
きます。 
ただし、これまた主催
者が気がついて取り
上げてくれるかどう
かは、セミナーのルー
ル次第になります。 
Zoom 会議に参加する
上の注意点 
次にZoom会議に参加
する上での注意点で
す。 

勝手にマイクやビデオをオンにしない 
 
勝手にマイクやビデ
オをオンにしてはい
けません。 
特にマイクは、主催者
だけでなく他の参加
者にも聴こえてしま
い非常に迷惑になり
ます。 
マイクをオンにする
のは、主催者に任せて
指示に従いましょう。 

画面に勝手に落書きしない 
 
主催者が画面共有を行っ
た際に、ペンのマークが
出るときがあります。 
これは、共有画面に落書
きをすることができます。 
ただし、これもセミナー
参加者全員に見れてしま
います。 
ですので、画面上のペン

マークに触る事は禁止です。 
自分だけの画面だと思い込み、勝手に落書きをし
てしまうとセミナー参加者全員の迷惑になります。 
これも勝手に行うことはやめましょう。 
 

https://inakagawa.com/wp-content/uploads/20181022095751.png

