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2020年 4月 23日
オリンピックに向けた働き方とセキュリティ

WEB会議ソリューション

Zoomのご紹介
講演：アルファテック・ソリューションズ株式会社



アルファテック・ソリューションズ株式会社

業種 ：システムインテグレーター

本社 ：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー25F

設立 ：1971年

株主 ：三菱ケミカルシステム 100% (三菱ケミカルHD）

社員数：261名

売上高：112億円

主要取扱ベンダー



本日の内容

Zoomとは ? 機能とおすすめポイント

ライセンスの種類と購入方法

15min



Zoomとは ? 機能とおすすめポイント

0

20

40

60

80

100

Zoom

Teams

ハングアウト

WebEx

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Zoom Microsoft

Teams

Google

ハングアウト

Cisco

WebEx

2019.12

2020.03

各社WEB会議サービスのユーザー数
2019年12月 / 2020年3月

万人

1,000万人
2,000万人

4,000万人

2億人

非公開 非公開

2020年3月には
ユーザー数が2億人に達した。

検索人気度
検索インタレストの相対的に表示したもの。
最も人気があるものを100として表示。
参照元：Google Trends

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/

日本での検索数
も急上昇

Microsoft

Teams

https://trends.google.co.jp/trends/explore?date=2019-05-01%202020-04-10&geo=JP&q=Zoom,Teams,%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88,WebEx
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/


Zoom(法人)について

Zoom Video Communications

• 設⽴ ：2011 年4 ⽉

• 本社 ：⽶国カリフォルニア州サンノゼ

• CEO ：Eric S. Yuan

• 従業員数 ：1,958 名

• 上場市場 ：NASDAQ (2019年4⽉)

WebExのエンジニア(1997年～2007年)だった
同氏が2011年に設⽴。

ビデオファーストのアーキテクチャ設計を志向し
次世代ビデオ会議システムをゼロから作り上げる。

“Zoomは誰もが簡単に利用できるビデオ会議ツール”

画像：https://zoom.us/team

出張は5年間で9回のみ*

*【CEO独占インタビュー】なぜZoomは世界中で好まれるビデオ会議になったか？ https://techblitz.com/zoom-ceo/

https://zoom.us/team
https://techblitz.com/zoom-ceo/


直感的で簡単に使える利便性

会議参加は
ワンクリックで簡単接続

画面共有も
ワンクリックで簡単

コネクションが切れにくく、
クリアな音質･画質を実現

参加者は招待URLをクリックするだけで
ミーティングに参加できます。

(アカウント登録不要)

デスクトップ・モバイル対応で
シンプルなUI

会話中に音声や画像が切れにくいため、
スムーズにコミュニケーションがとれます。



会議参加は
ワンクリックで簡単接続

参加者は招待URLをクリックするだけで
ミーティングに参加できます。

(アカウント登録不要)

Zoomの特徴 ①

Outlook クライアントの例 (Zoomプラグイン)

Zoomミーティングの
スケジュールします。



Zoomミーティングの
URLを送りました。

████ さんがあなたを予約されたZoomミーティングに招待

しています。

トピック: 週次会議

時間: 2020年4月1日 13:00 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://zoom.us/j/99966664444?pwd=NzVYa2N0N29uOV

VaWnhMejB5UG1hQT09

ミーティングID: 999 6666 4444

パスワード: 005000

████ からのメール

2020年3⽉20日(金) 13:30

会議参加は
ワンクリックで簡単接続

参加者は招待URLをクリックするだけで
ミーティングに参加できます。

(アカウント登録不要)

Zoomの特徴 ①

ミーティングパスワードは
暗号化され、参加リンクに
含まれます。

ワンクリック



画面を共有を

クリック

Zoomの特徴 ②

画面共有も
ワンクリックで簡単

デスクトップ・モバイル対応で
シンプルなUI

Zoomミーティング画面
(ビデオなし)



まるで隣の席に相手がいるような
感覚で気軽にビデオ会議ができる。

コネクションが切れにくく、
クリアな音質･画質を実現

会話中に音声や画像が切れにくいため、
スムーズにコミュニケーションがとれます。

Zoomの特徴 ③



Video Quality Matchup: Zoom Vs. WebEx
https://blog.zoom.us/wordpress/2017/12/13/video-quality-matchup-zoom-vs-webex/

Video Quality Matchup: Zoom Vs. WebEx

https://blog.zoom.us/wordpress/2017/12/13/video-quality-matchup-zoom-vs-webex/


通信量が多いんじゃないの？

Zoom帯域幅の要件

https://support.zoom.us/hc/ja/articles /201362023-PC-Mac-Linuxのシステム要件

(参考)3G回線速度｜SoftBank 3G  ...(上り) 64Kbps / (下り) 384 Kbps

https://www.softbank.jp/support/faq/view/10993

• 朝礼
• ディスカッション
• 会議のQAタイム(のみ切替え) 

ユースケース ２

ユースケース １

• 画面共有でのミーティング

＼ 3Gでも安定 ／

帯域（上/下） シナリオ

50-75 kbps 画面共有のみ（ビデオサムネイルなし）

50-150 kbps ビデオサムネイル有りの 画面共有

600 kbps 1対1のビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.2 Mbps 1対1のビデオ通話 (HDビデオ)

600 kbps / 1.2 Mbps グループビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.5 Mbps / 1.5 Mbps グループビデオ通話 (ギャラリービュー)

Zoomで使用される帯域幅は、3G、WiFi、または有線環境に応じて調整され
ます。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6
https://www.softbank.jp/support/faq/view/10993


(1) デスクトップ/アプリケーション共有に使用される平均帯域幅 | WebEx Meetings
https://help.webex.com/ja-jp/WBX000023123/What-is-the-Average-Bandwidth-Used-for-Desktop-Application-Sharing

(2) Cisco Webex Teams 通話とミーティングのためのビデオの仕様 | WebEx Teams
https://help.webex.com/ja-jp/nckc1aeb/Video-Specifications-for-Cisco-Webex-Teams-Calls-and-Meetings

(3) マルチポイント ビデオ（MPV）の最低帯域幅の要件 | WebEx Meetings
https://help.webex.com/ja-jp/WBX22158/What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-

Video-in-Cisco-Webex-Meetings

Cisco WebEx Meetings (旧 WebEx)

Cisco WebEx Teams (旧 Spark)

帯域比較 ① Cisco

帯域（上/下） シナリオ

65 ～ 250 kbps デスクトップ共有 ...(1)

700 kbps ビデオ通話 (標準画質: 360px) ...(2)

1.5 Mbps ビデオ通話 (HD 720px) ...(2)

0.5 Mbps / 0.5 Mbps マルチポイントビデオ (標準画質) ...(3)

1.5 Mbps / 1.0 Mbps マルチポイントビデオ (高画質)

帯域（上/下） シナリオ

50-75 kbps 画面共有のみ（ビデオサムネイルなし）

50-150 kbps ビデオサムネイル有りの 画面共有

600 kbps 1対1のビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.2 Mbps 1対1のビデオ通話 (HDビデオ)

600 kbps / 1.2 Mbps グループビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.5 Mbps / 1.5 Mbps グループビデオ通話 (ギャラリービュー)

Zoomで使用される帯域幅は、3G、WiFi、または有線環境に応じて調整され
ます。

Zoom帯域幅の要件
https://support.zoom.us/hc/ja/articles /201362023-PC-Mac-Linuxのシステム要件

https://help.webex.com/ja-jp/WBX000023123/What-is-the-Average-Bandwidth-Used-for-Desktop-Application-Sharing
https://help.webex.com/ja-jp/nckc1aeb/Video-Specifications-for-Cisco-Webex-Teams-Calls-and-Meetings
https://help.webex.com/ja-jp/WBX22158/What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6


帯域比較 ② Microsoft Teams

帯域（上/下） シナリオ

50-75 kbps 画面共有のみ（ビデオサムネイルなし）

50-150 kbps ビデオサムネイル有りの 画面共有

600 kbps 1対1のビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.2 Mbps 1対1のビデオ通話 (HDビデオ)

600 kbps / 1.2 Mbps グループビデオ通話 (高品質ビデオ)

1.5 Mbps / 1.5 Mbps グループビデオ通話 (ギャラリービュー)

Zoomで使用される帯域幅は、3G、WiFi、または有線環境に応じて調整され
ます。

Zoom帯域幅の要件
https://support.zoom.us/hc/ja/articles /201362023-PC-Mac-Linuxのシステム要件

Microsoft Teams

Microsoft Teams 用に組織のネットワークを準備する
https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/prepare-network

帯域（上/下） シナリオ

130 kbps ピアツーピア音声通話と画面共有

500 kbps ピアツーピアのビデオ通話 ( 360 px )

1.2 Mbps ピアツーピアのHDビデオ通話 ( 720 px )

1.5 Mbps ピアツーピアのHDビデオ通話 ( 1080 px )

500 kbps / 1 Mbps グループビデオ通話

1 Mbps / 2 Mbps HD グループビデオ通話

Teams は、帯域幅が十分でない場合は、ビデオ品質よりも音質を優先します。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6
https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/prepare-network


画面共有のパケット比較 参加人数: 2名 (主催者がYouTubeを全画面表示で共有/ ビデオなし)

127.32 Mbps 112.74 Mbps

※ 動画の画面共有の場合はオフィスソフトに比べてパケット量が通常より多くなります。

Microsoft Teams



ちょっと便利な Zoom の機能

バーチャル背景(動画)
と美肌モード

レコーディング機能

※ 主催者の承認が必要

• 会議の記録･共有

• 議事録の作成

Microsoft Teams

• レコーディングできるのは「開催者」か「発表者」のみ。
(1会議で1名のみ) 

• Microsoft Stream が使えるライセンスが必要。
Office 365 Suite (E1, E3, E5, BE, BP) または
Microsoft 365 Suite (E3, E5, Business) 

Microsoft Teams

• 背景ぼかし

• 仮想背景 (2020/4/9発表 Microsoft Blogで紹介)

スペック要件：デュアルコア2Ghz以上（i5/i7またはAMD相当）プロセッサ

年内対応?

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/09/remote-work-trend-report-meetings/?ranMID=24542&ranEAID=tv2R4u9rImY&ranSiteID=tv2R4u9rImY-I24pX4w.RBUBSsa5DylJrQ&epi=tv2R4u9rImY-I24pX4w.RBUBSsa5DylJrQ&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__l32l0ozmcgkft0knkk0sohzz0v2xn31hni1qo02p00%29%287593%29%281243925%29%28tv2R4u9rImY-I24pX4w.RBUBSsa5DylJrQ%29%28%29&irclickid=_l32l0ozmcgkft0knkk0sohzz0v2xn31hni1qo02p00


Zoomのセキュリティ対策

部外者による不正侵入と攻撃

• パスワード機能 パスワードの入力が必要

• 待機室 主催者が許可するまでミーティングに参加できない

• ミーティングのロック
進行中のミーティングに他の参加者が参加できないようにする

参加者に対するセキュリティ制御

• 画面共有を許可

• チャットの使用

• 名前の変更

• レコーディングの許可

クライアントアプリを
最新版にしてご利用ください



本日の内容

Zoomとは ? 機能とおすすめポイント

ライセンスの種類と購入方法



無料版 有料版

３名以上のミーティング
時間制限 40min

(管理機能なし)

・時間制限なし (24時間/日)
・クラウド録画
・ユーザー管理機能
・管理レポート
・ウェビナー, Roomsライセンスの追加

etc...

個人向け 組織向け個人向け

ライセンスの種類と購入方法

Zoom のユーザーライセンスは２種類

会議を開催するユーザーはアカウント登録(ライセンス)が必要

アカウントはメールアドレス単位/重複不可



有料ライセンスは３種類

プロ ビジネス エンタープライズ

ユーザー数
(有料ライセンス) 1~9* 10~49 50~

管理用ダッシュボード

シングルサインオン

小規模組織

チーム単位
中規模企業向け 大企業向け

会社の認証情報を使用してログインすることができます。Zoomシングルサインオン（SSO）はSAML 2.0に基づいています。

Zoomは、PingOne、Okta、 Centrify、 Shibboleth、 Gluu、 OneLogin、 Fugen、 Symplified、 Azure AD （ユーザープロビジョニングのサポートを含む）など、

他のサービスプロバイダーでも機能します。（https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201363003-SSO%E5%85%A5%E9%96%80）

ライセンスの種類と購入方法

* アルファテック・ソリューションズでは、５ライセンスからの販売とさせていただきます。

https://www.pingidentity.com/en/partner-network/partner-directory.html?request=details&partner=268
https://www.okta.com/
https://www.centrify.com/
http://shibboleth.net/
https://www.gluu.org/
https://www.onelogin.com/partners
http://fugensolutions.com/
http://www.symplified.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/saas-apps/zoom-tutorial
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201363003-SSO%E5%85%A5%E9%96%80


有料版

契約テナントに登録することで、

ベーシックユーザ(無料ライセンス)を管理対象とすることが可能。

・時間制限なし
・クラウド録画
・ユーザー管理機能
・管理レポート
・拡張機能(ウェビナー,Roomsなど)追加

etc...

個人向け 組織向け

アカウント(組織)内には、

有料ユーザー と 無料ユーザー の混在が可能

ABC株式会社

有料ライセンス

15名

無料ライセンス

30名

ビジネス

テナント

ライセンスの種類と購入方法

アカウント内では、有料ライセンスと無料ライセンスの混在が可能



有料ライセンス

最大3ヶ月無料キャンペーン

国内販売店からの購入

⽶国Zoom から
直接購入 https://zoom.us/

国内販売店から
購入

• 直接購入よりは少し高めの場合が多い

• クレジットカード / PayPal(⽉額･年額)

• USドルで年額で購入するのが一番お得1

2
導入サポート / デモ

請求書払い可能(年額単位)

ライセンスの種類と購入方法

https://zoom.us/


受付期間：5月31日まで

有償ライセンス(10 ～ 9,999ライセンス)が

＼ 弊社WEBサイトより申込ください ／

www.alphatec-sol.co.jp/solution/zoom-trial-3m

アルファテック Zoom トライアル


