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このマニュアルについて
ここでは、このマニュアルの目的および構成と、関連する製品およびサービスの追加情報の検索方法に
ついて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「概要」（P.v）
• 「対象読者」（P.v）
• 「表記法」（P.v）
• 「関連資料」（P.vi）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.vi）

概要
Cisco Video Portal は、組織内で重要なビデオとそれに関連した参照資料を表示します。このマニュア
ルでは、Video Portal の利用方法について説明します。

対象読者
このマニュアルは、Video Portal ソフトウェアの非技術系ユーザを対象としています。この製品のイン
ストール、設定、またはトラブルシューティングを担当するシステム管理者やネットワーク管理者は対
象としていません。

表記法
このマニュアルは、手順および説明に次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。
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このマニュアルについて

表記法

説明

太字

コマンド、キーワード、メニュー項目、およびボタンは太字で示
しています。

イタリック体

ユーザが値を指定するコマンド入力は、イタリック体で示してい
ます。

[

省略可能なキーワード、およびシステム プロンプトに対するデ
フォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。

]

{x | x | x}

複数の中から選択するキーワード（x で表記）は、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。いずれか 1 つを必ず選択しま
す。

ストリング

引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使
用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリン
グとみなされます。

^ 、Ctrl

Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl+D と表記されて
いる場合は、Ctrl キーを押しながら D キーを押します。

screen

font

画面に表示される情報の例を表します。

boldface screen
italic screen

font

font

オプション > オプション

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォント
で示しています。
ユーザが値を指定する情報は、イタリック体の screen フォントで示
しています。
選択する必要があるメニュー パス内のオプションを示しています。

関連資料
Cisco DMS 製品の全マニュアルのリストについては、次の URL にある『Guide to Documentation for
the Cisco Digital Media System』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6681/products.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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はじめに
この章は、次の項で構成されています。

• 「概要」（P.1-1）
• 「ソフトウェア要件」（P.1-2）
• 「ログイン」（P.1-3）

概要
Cisco Video Portal は、既存の標準、オペレーティング システム、およびブラウザと連携して動作し、
組織が最も重要と見なしているビデオを紹介します。Video Portal を利用すると、タイミング良くすば
やくビデオを参照したり、興味があるビデオを検索したり、異なるタイプのコンテンツを対話形式で表
示したりすることができます。Video Portal の機能は、次の利点をもたらすように設計されています。
• プログラム ガイド：カテゴリまたはタイトル別にビデオを参照できます。
• 検索：キーワードを入力してビデオを検索できます。
• カスタマイズ可能な再生リスト：個人使用を目的としたプライベート再生リストを作成したり、作
成者の間で共有されるパブリック再生リストを使用したりできます。

• 補助コンテンツ：ダウンロード可能なファイル、ハイパーリンク、補助ビデオなど、ユーザのため
に作成者が添付したビデオの参照資料を入手できます。

• 高度なコントロール：フルスクリーン モードなどのオプションを通じて、ユーザにとって最適な視
聴エクスペリエンスを選択できます。いろいろなコントロールを試して、好みのエクスペリエンス
を見つけてください。

• いつでもプレビュー：ビデオの視聴中、同時にサムネール プレビューを視聴して、他のビデオの説
明を参照できます。視聴中のビデオの代わりにそれらのビデオのいずれかを再生する場合は、

[Play Video] ボタンをクリックするだけで再生できます。
• 質問：ライブ ビデオ イベント中に、直接プレゼンタへ質問を送信できます。
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ソフトウェア要件

ソフトウェア要件
表 1-1 に、Video Portal のこのリリースを使用するための要件を示します。
表 1-1

Cisco Video Portal 5.0 を使用するための要件

コンポーネント

要件

ブラウザ

Windows
• Firefox 1.5 または 2.x（推奨）
• Internet Explorer 6.0 以降（推奨）
• Mozilla 1.8 以降（推奨）

Linux または UNIX
次のブラウザで Flash VoD ファイルのみをサポート
• Firefox 1.0（最低）または Firefox 1.5 または 2.x（推奨）
• Mozilla 1.0（最低）または Mozilla 1.8 以降（推奨）

Apple Macintosh
次のブラウザで Flash および QuickTime VoD ファイルをサポート
• Firefox 1.5 または 2.x（推奨）
• Safari 2.0（最低）またはそれ以降（推奨）

Adobe Flash プラグイン

Adobe Flash 8 プラグイン以降（推奨）

Windows Media プラグイン

Windows Media コンテンツが提供される場合は、Windows Media 9 以降が必須

QuickTime プラグイン
Cisco Digital Media Manager
Live Event Module 1.0

QuickTime Player 7.1 以降（推奨）
Windows
Internet Explorer 6 以降（推奨）

Apple Macintosh
• VMWare Fusion 1.1.3 以降
• Windows XP または Vista
• Internet Explorer 6 以降（推奨）
最低限サポートされる解像度

1024 × 768

Cisco Video Portal 5.0 ユーザ ガイド

1-2

OL-15765-01-J

第 1章

はじめに
ログイン

ログイン
管理者のシステム設定方法に応じて、図 1-1 のようなログイン プロンプトが表示されることがありま
す。このような場合は、使用するユーザ名とパスワードが管理者によって通知されます。
図 1-1

Video Portal のログイン

Video Portal だけにアクセスしてコンテンツを視聴する場合は、ログイン認定証を変更できません。パ
スワードを変更する場合は、システム管理者に問い合わせてください。

（注）

コンテンツ マネージャはビデオのアクセス コントロールを設定できるため、使用するログイン認定証
によってビデオの表示権限の有無が決定される点に注意してください。
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概要
この章は、Video Portal の構成、用語、およびレイアウトを理解するうえで役立ちます。この章は、次
の項で構成されています。

• 「ユーザ インターフェイスについて」（P.2-1）
• 「Video Portal での情報の編成方法」（P.2-3）

ユーザ インターフェイスについて
Video Portal のユーザ インターフェイスは、さまざまな意味でインタラクティブです。図 2-1 および
図 2-2 に、表示される領域に関する情報を示します。
図 2-1

ビデオを表示する Video Portal のユーザ インターフェイス
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ユーザ インターフェイスについて

図 2-2

表 2-1

ビデオの補助情報を表示する Video Portal のユーザ インターフェイス

ユーザ インターフェイスのリファレンス

1

ナビゲーション領域：Video Portal の右側はナビゲーション領域です。ここで各機能を使用して、簡単にビデオを編
成、検索、および再生できます。詳細については、第 3 章「ビデオの視聴」を参照してください。

2

インターフェイス リンク：ナビゲーション領域の下に Web リンクが表示されることがあります。Video Portal の管
理者は、最大で 3 つのリンクを設定できます。ユーザはこれらのリンクをクリックして、新しいブラウザ ウィンド
ウを開くことができます。

3

ティッカ メッセージ：Video Portal の管理者がティッカ内にメッセージを表示するように設定した場合は、Video
Portal の下端にメッセージがスクロールされます。

4

高度なビデオ コントロール：ビデオの再生中に、基本ビデオ再生コントロールの下にあるビデオ オプション領域に
マウスを移動すると、一連の高度なビデオ コントロールが表示されます。詳細については、「高度なコントロールの
使用方法」（P.4-3）を参照してください。

5

基本ビデオ再生コントロール：ビデオ再生領域のすぐ下にあります。基本コントロールは、ビデオの再生を制御する
ために役立ちます。詳細については、「基本コントロールの使用方法」（P.4-1）を参照してください。
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Video Portal での情報の編成方法

表 2-1

6

ユーザ インターフェイスのリファレンス （続き）

ビデオ再生領域：ビデオは、左側のビデオ再生領域で再生されます。ビデオの再生中に再生領域の上にある [Video
Info] リンクをクリックすると、ビデオが一時停止し、Video Portal 管理者が含めるように設定した補助情報が表示
されます。
補助情報領域：ビデオ再生領域の上にある [Video Info] リンクをクリックすると、アクティブなビデオに関連した他
のタイプの参照資料が表示されます。この参照資料には、ビデオの詳細な説明、ダウンロード可能なファイル、ク
リックできる Web リンクなどがあります。
アクティブなビデオに引き続き興味がある場合は、この領域の機能を使用して、そのアクティブなビデオを再生リス
トに追加することもできます。再生を再開するには、[Hide Info] リンクをクリックします。
詳細については、「ビデオの補助情報の取得」（P.4-3）を参照してください。
インタースティシャル領域：ビデオを視聴していないとき、Video Portal にインタースティシャルが表示されること
があります。
インタースティシャルとは、ビデオを再生していないとき Video Portal の左側
に表示される、アニメーションまたは静止画像です。インタースティシャルは、
視聴可能なビデオに関する情報の提供を目的としています。インタースティ
シャルには、ビデオのタイトル、画像、ビデオの簡単な説明が表示されます。
インタースティシャルが表示されているとき、[Play Video] ボタンをクリックす
るとそのビデオを視聴できます。また、ビデオを再生リストに追加したり、再
生リストから削除したりできます。詳細については、「再生リストの使用」
（P.3-1）を参照してください。
複数のインタースティシャルが表示される場合、それらは管理者が Video Portal
に設定した指定時刻のシーケンスに従います。このような場合は、[Previous] ボタンと [Next] ボタンを使用して、
目的のインタースティシャルをシーケンスの前後に移動できます。
ビデオを再生すると、インタースティシャル領域はビデオ再生領域になります。または、[Video Info] リンクをク
リックすると補助情報領域になります。詳細については、「ビデオの補助情報の取得」（P.4-3）を参照してください。

7

プレビュー パネル：ナビゲーション領域でビデオのタイトルをクリックすると、ナビゲーション領域の下にこのパ
ネルが開いて、選択したビデオに関する情報と、場合によってはそのプレビューが表示されます。このパネルには、
選択したビデオの再生ボタン、再生リストへの追加ボタン、または再生リストからの削除ボタンがあります。詳細に
ついては、「再生リストの使用」（P.3-1）を参照してください。

8

クローズド キャプション領域：Windows Media ストリームにクローズド キャプション テキストが埋め込まれてい
る場合は、クローズド キャプション（CC）アイコンがビデオ再生領域の下に表示されます。このアイコンをクリッ
クすると、クローズド キャプション領域が開きます。詳細については、「基本コントロールの使用方法」（P.4-1）を
参照してください。

Video Portal での情報の編成方法
Video Portal は、次の階層を使用してメディアを編成します。
• カテゴリ：一般的な分類グループに分けられたプログラムの集合。
例： トレーニング、グローバル、企業。
• プログラム：共通のテーマを共有するビデオの集合。
例：顧客の証言、経営幹部からの通知。
• ビデオ：提供される個々のビデオ。
例：第 4 四半期業績報告、IPC による生産性の向上。
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ビデオの視聴
この章は、次の項で構成されています。

• 「再生リストの使用」（P.3-1）
• 「プログラム ガイドの使用」（P.3-4）
• 「ビデオの検索」（P.3-6）

ヒント

アクセスがピークとなる時間帯には、Video Portal が起動するまでわずかな遅延を感じることがありま
す。遅延が 10 秒を超える場合は、ブランクの Web ページが表示されます。このような場合はブラウザ
をリフレッシュして、Video Portal へのアクセスを再度要求してください。

再生リストの使用
再生リストは、一度に 1 つずつ、または順番にまとめて視聴できるビデオの集合です。再生リストには
2 つのタイプがあります。

• [Featured Playlist] タブ：Video Portal のコンテンツ マネージャが、メイン再生リストに含めるビ
デオを選択します。

• [My Playlist] タブ：ユーザが個人再生リストに含めるビデオを選択します。
この項では、次のトピックを扱います。

• 「メイン再生リストの領域について」（P.3-2）
• 「メイン再生リストのビデオの視聴」（P.3-3）
• 「個人再生リストのビデオの視聴」（P.3-3）
• 「個人再生リストへのビデオの追加」（P.3-3）
• 「個人再生リストからのビデオの削除」（P.3-4）
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メイン再生リストの領域について
図 3-1 に、再生リストの領域に表示される情報を示します。
図 3-1

再生リストのナビゲーション領域

1

[Video Info] リンク

5

プレビュー パネル

2

[Playlists] タブ

6

[Add to My Playlist] ボタン、または [Remove
from My Playlist] ボタン

3

[Featured Playlist] タブ

7

[Play Video] ボタン

4

[My Playlist] タブ

8

インタースティシャル領域、またはビデオ再生
領域
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メイン再生リストのビデオの視聴
メイン再生リストのビデオを選択して視聴するには、必要に応じて次の手順を実行します。

目的

手順

メイン ビデオのリストを表示する [Playlists] タブをクリックしてから、[Featured Playlist] タブをク
リックします。
ビデオを視聴する

次のいずれかを実行します。

•

リスト内のビデオ タイトルをダブルクリックします。

•

リスト内のビデオ タイトルを 1 回クリックし、ナビゲーショ
ン領域の下にプレビュー パネルが展開されたら、
[Play Video] ボタンをクリックします。

個人再生リストのビデオの視聴
個人再生リストのビデオを選択して視聴するには、必要に応じて次の手順を実行します。
目的

手順

ビデオの個人リストを表示する

[Playlists] タブをクリックしてから、[My Playlist] タブをクリッ
クします。
（注）

ビデオを視聴する

ビデオを再生リストに 1 つも追加していない場合、リス
トは空になります。一方、追加している場合、ビデオは
追加日時に従って古いものから順に表示されます。

次のいずれかを実行します。

•

リスト内のビデオ タイトルをダブルクリックします。

•

リスト内のビデオ タイトルを 1 回クリックし、ナビゲーショ
ン領域の下にプレビュー パネルが展開されたら、
[Play Video] ボタンをクリックします。

個人再生リストへのビデオの追加
個人再生リストにビデオを追加するには、必要に応じて次の手順を実行します。
目的

手順

再生中のビデオを追加する

1. [Video Info] リンクをクリックします。
2. ビデオの概要で、[Add to My Playlist] ボタンをクリックし
ます。

3. [OK] または [Cancel] をクリックします。
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プログラム ガイドの使用

目的

手順

インタースティシャルが表示され
ているビデオを追加する

1. インタースティシャルの下にある [Add to My Playlist] ボタ
ンをクリックします。

2. [OK] または [Cancel] をクリックします。
次のいずれかの領域に表示されて
いるビデオを追加する

1. ビデオのタイトルをクリックします。
2. プレビュー パネルの下にある [Add to My Playlist] ボタンを

• メイン再生リスト

クリックします。

• プログラム ガイドのビデオ選 3. [OK] または [Cancel] をクリックします。
択リスト

• [Search] タブの結果リスト

個人再生リストからのビデオの削除
個人再生リストに追加したビデオを削除するには、必要に応じて次の手順を実行します。
目的

手順

再生中のビデオを削除する

1. [Video Info] リンクをクリックします。
2. ビデオの概要で、[Remove from My Playlist] ボタンをク
リックします。

3. [OK] または [Cancel] をクリックします。
インタースティシャルが表示され
ているビデオを削除する

1. インタースティシャルの下にある [Remove from My
Playlist] ボタンをクリックします。
2. [OK] または [Cancel] をクリックします。

次のいずれかの領域に表示されて
いるビデオを削除する

1. ビデオのタイトルをクリックします。
2. プレビュー パネルの下にある [Remove from My Playlist]

• メイン再生リスト
• プログラム ガイドのビデオ

ボタンをクリックします。

3. [OK] または [Cancel] をクリックします。

選択リスト

• [Search] タブの結果リスト

プログラム ガイドの使用
この項では、次のトピックを扱います。

• 「プログラム ガイドの領域について」（P.3-5）
• 「プログラム ガイドの使用方法」（P.3-6）
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プログラム ガイドの領域について
図 3-2 に、プログラム ガイドの領域に表示される情報を示します。
図 3-2

プログラム ガイドの領域

1

[Program Guide] タブ

5

ビデオ リスト

2

プレビュー パネル

6

プログラム リスト

3

[Add to My Playlist] ボタン、または
[Remove from My Playlist] ボタン

7

カテゴリ リスト

4

[Play Video] ボタン

— —
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プログラム ガイドの使用方法
プログラム ガイドは、最も興味があるビデオを特定するために役立ちます。広範なカテゴリから始め
て対象を 1 つのプログラムに絞り込んでから、視聴するビデオを選択します。
ステップ 1

[Program Guide] タブをクリックし、次に [Select a Category] リンクをクリックします。
カテゴリ メニューが展開されて、使用可能なカテゴリの詳細なリストが表示されます。

ステップ 2

リスト内のカテゴリをクリックして、カテゴリに含まれるプログラムの詳細なリストを表示します。

ステップ 3

[Select a Program] リンクをクリックします。
選択領域が展開されて、選択したカテゴリに含まれるプログラムの詳細なリストが表示されます。

ステップ 4

リスト内のプログラムをクリックして、プログラムに含まれるビデオの詳細なリストを表示します。

ステップ 5

ビデオを視聴するには、次のいずれかを実行します。

•

リスト内のビデオ タイトルをダブルクリックします。

•

リスト内のビデオ タイトルを 1 回クリックし、ナビゲーション領域の下にプレビュー パネルが展
開されたら、[Play Video] ボタンをクリックします。

ビデオの検索
この項では、次のトピックを扱います。

• 「検索領域について」（P.3-6）
• 「検索機能の使用方法」（P.3-7）

検索領域について
図 3-3 に、検索領域に表示される情報を示します。
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図 3-3

検索領域

1

[Search] タブ

4

プレビュー パネル

2

虫メガネ アイコン

5

[Add to My Playlist] ボタン、または
[Remove from My Playlist] ボタン

3

検索結果の領域

6

[Play Video] ボタン

検索機能の使用方法
Video Portal でビデオを探す場合は、キーワードに基づいて検索すると効率的です。
開始する前に

• 有用な結果が返されるようにするには、Video Portal 管理者およびコンテンツ マネージャがビデオ
の説明に使用した英語のキーワードと、同じキーワードを入力する必要があります。

• タイトルや説明に英語以外の文字を含むビデオは検索できません。
• コンテンツ マネージャは、ビデオのアクセス コントロールを設定できます。ビデオを視聴する権
限がない場合、そのビデオは検索結果に表示されません。
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ステップ 1

[Search] タブをクリックします。

ステップ 2

フィールドに 1 つ以上のキーワードを入力します。

ステップ 3

虫メガネ アイコンをクリックし、Enter キーを押します。
キーワード フィールドの下に、一致したビデオのリストが表示されます。

ステップ 4

ビデオを視聴するには、次のいずれかを実行します。

•

リスト内のビデオ タイトルをダブルクリックします。

•

リスト内のビデオ タイトルを 1 回クリックし、ナビゲーション領域の下にプレビュー パネルが展
開されたら、[Play Video] ボタンをクリックします。
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ビデオ コントロールの使用方法
この章では、ビデオ再生の制御方法およびビデオ補助情報の使用方法について説明します。この章は、
次の項で構成されています。

• 「ビデオの開始」（P.4-1）
• 「基本コントロールの使用方法」（P.4-1）
• 「高度なコントロールの使用方法」（P.4-3）
• 「ビデオの補助情報の取得」（P.4-3）

ビデオの開始
ビデオの再生を開始するには、いくつかの方法があります。

目的

手順

ナビゲーション領域でビデオを
開始する

ナビゲーション領域で、ビデオ タイトルの任意の場所をダブル
クリックします。

プレビュー パネルでビデオを開始 1. ナビゲーション領域で視聴するビデオのタイトルをクリック
する
して、プレビュー パネルを表示します。

2. [Play Video] ボタンをクリックします。
インタースティシャルが表示され
ているビデオを開始する

インタースティシャル領域で、[Play Video] ボタンをクリックし
ます。

基本コントロールの使用方法
ビデオの再生を開始すると、再生領域のすぐ下で基本コントロールが使用可能になります（図 4-1 を参
照）。

（注）

基本コントロールの領域付近にマウスを移動すると、高度なコントロールが表示されます。詳細につい
ては、「高度なコントロールの使用方法」（P.4-3）を参照してください。
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基本コントロールの使用方法

図 4-1

1

基本コントロール

経過表示メーターおよびスクロールバー：2 本の動的な重複したラインです。

• 単色のラインは、ビデオがどの部分まで再生されたのかを示します。これは常に、再生中
のビデオの全上映時間に対する割合になります。

• 縞模様のラインは、ブラウザがダウンロードしたビデオの分量を示します（ダウンロード
が完了すると、早送りボタンが使用可能になります）。
早送り：スクロールバーをクリックして右へドラッグすると、ビデオの再生が早送りされます。
巻戻し：スクロールバーをクリックして左へドラッグすると、ビデオの再生が巻戻しされます。

2

再生 / 一時停止 ボタン：クリックすると 2 つの状態が交互に切り替わります。

• 再生ボタンは、ビデオの再生を開始し、一時停止されていたビデオの再生を再開します。
• 一時停止ボタンをクリックすると、現在再生中のビデオが一時停止します。

3

音量スクロールバー：オーディオの音量レベルを制御するために使用する、消音スイッチおよ
びオーディオ音量スライダです。

4

クローズド キャプション領域：クローズド キャプション（CC）アイコンをクリックして、
クローズド キャプション テキスト領域を表示または非表示にすることができます。または
[X] をクリックして、テキスト領域を閉じることができます。
スクロールバーをクリックしてドラッグすると、以前に表示されたテキストを確認できます。
テキストが表示されない場合、選択したビデオのクローズド キャプションは提供されていま
せん。

5

実行時間領域：ビデオがどの部分まで再生されたのかを示す、分と秒の動的な数値です。これ
は常に、再生中のビデオの全上映時間に対する割合になります。
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高度なコントロールの使用方法
ビデオの再生中に基本コントロール領域の下にマウスを移動すると、高度なコントロールのパネルが展
開されて、各機能が使用可能になります（図 4-2 を参照）。
図 4-2

1

高度なコントロール

全画面：画面全体の幅と高さのサイズでビデオを再生できます。
全画面モードを終了して Video Portal 内でのビデオ表示に戻すには、キーボードで Esc キーを押
すか、画面の右上隅にある下矢印をクリックします。
（注）

Esc キーの操作は、Flash/Windows Media テンプレートでは必須です。Flash だけのテン
プレートには、下矢印ボタンが含まれています。全画面モードは、Flash/QuickTime テン
プレートではサポートされていません。

2

スライドの同期：再生中のビデオの右側にある小さなウィンドウで、プレゼンテーション スライ
ドの再生が再開されます。詳細については、「プレゼンタ スライドの表示」（P.5-6）を参照して
ください。

3

停止：アクティブなビデオの再生を停止し、画面の表示をインタースティシャルに切り替えます。
その後、ビデオの再生を開始するまで、基本ビデオ再生コントロールおよび高度なビデオ コント
ロールは使用できません。

4

再始動：現在再生中のビデオを最初から開始し直します。

ビデオの補助情報の取得
ビデオには、再生用に呼び出されるとアクセス可能になる、関連コンテンツなどの追加情報を添付でき
ます。この項では、次のトピックを扱います。

• 「補助情報について」（P.4-3）
• 「補助情報の表示」（P.4-4）

補助情報について
補助情報は、ビデオ共有、概要、ダウンロード、および関連情報の領域から構成されています。次に、
各領域について示します。

• ビデオ共有：ビデオ共有領域では、他の Video Portal ユーザがそのビデオへのアクセス権限を持つ
場合に、視聴者が（電子メールなどで）他のユーザに送信できるビデオのダイレクト URL が提供
されます。
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• 概要：概要領域はプレビュー パネルによく似ています。ビデオに関する一般的な概要情報や、
[My Playlist] リンクにビデオを追加する機能が提供されます。この領域には次の要素が含まれて
います。

– プレビュー ビデオ ウィンドウ
– ビデオの再生時間
– [My Playlist] リンクへの追加、またはリンクからの削除
– フィードバック メールの送信リンク
– ビデオが Video Portal に追加された日付
– ビデオのタイトル
– 移動可能なページごとに分けられたビデオの詳細な説明
• ダウンロード：ダウンロード領域では、ビデオに関連付けられたダウンロード可能なファイルのリ
ストが提供されます。ファイルは、選択可能なページごとに分けられています。ファイルごとに、
次の情報のリストが示されます。

– ファイルのタイトル
– ファイルのタイプ
– ファイルのサイズ

Adobe Acrobat Reader をダウンロードするためのリンクも提供されています。
ダウンロード可能なファイルをクリックすると、ファイルを保存するか開くか、あるいは新しいブ
ラウザ ウィンドウを起動するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。

• 関連情報：関連情報の領域では、関連するビデオと外部 Web リンクの両方が提供されます。
– 関連ビデオ：関連ビデオは、Video Portal に含まれている関連ビデオへのリンクです。これら
のリンクのいずれかを選択すると、対応するビデオ情報を示すプレビュー パネルが開き、ビ
デオ再生領域にビデオが呼び出されます。

– 外部 Web リンク：外部 Web リンクは、現在再生中のビデオに関連する Web サイトを指すリ
ンクです。これらのリンクのいずれかを選択すると、新しいウィンドウで Web サイトが開き
ます。

補助情報の表示
補助情報は、ビデオの再生中にだけ表示できます。
ステップ 1
ステップ 2

「ビデオの開始」（P.4-1）に示したいずれかの方法を使用して、ビデオを再生します。
ビデオ再生領域の右上隅にある [Video Info] リンクをクリックします。
ビデオが一時停止し、補助情報が表示されます。

ステップ 3

ビデオの再生を再開するには、ビデオ再生領域の右上隅にある [Hide Info] リンクをクリックするか、
基本ビデオ再生コントロールの再生ボタンをクリックします。
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ライブ イベントの視聴
この章では、Video Portal でライブ イベントを検索して視聴するうえで役立つ情報について説明しま
す。次の項で構成されています。

• 「最新イベントのリストの表示」（P.5-1）
• 「ライブ イベントの識別」（P.5-1）
• 「ライブ イベントの視聴要件」（P.5-2）
• 「ライブ ビデオのライフサイクル」（P.5-2）
• 「キーワードによるライブ イベントの検索」（P.5-5）
• 「ライブ イベント中の質問」（P.5-6）
• 「プレゼンタ スライドの表示」（P.5-6）

最新イベントのリストの表示
Video Portal で間もなく実行される予定の重要なライブ イベントがあるかどうか知りたい場合は、
[Playlist] > [Featured Playlist] を選択すれば、いつでも簡単にラインアップを確認できます。

ヒント

•

メイン再生リストは、Video Portal 内のすべての単一ビデオが含まれた詳細リストではな
い点に注意してください。このリストには、組織が注目しているビデオだけが含まれてい
ます。

• メイン再生リストには、オンデマンド ビデオおよびライブ ビデオ イベントの両方の組み合わせが
含まれる点に注意してください。「ライブ イベントの識別」（P.5-1）を参照してください。

ライブ イベントの識別
メイン再生リストには、ライブ イベント、オンデマンド ビデオ、またはそれら両方の組み合わせが含
まれている場合があります。どの場合も、2 つのタイプは簡単に区別できます。
ライブ ビデオ イベント：

オンデマンド ビデオ イベント：

説明テキストは黄色の太字です。

説明テキストがユーザ インターフェイスの色に
よって異なります。
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ライブ イベントの視聴要件

ライブ ビデオ イベント：

オンデマンド ビデオ イベント：

説明に、ビデオの再生時間が示されます。

説明に、ビデオの再生時間が示されます。

説明に、現地時間帯に基づいた開始日時が示され
ます。

説明に日時は示されません。

つまり、メイン再生リストでイベントの日付や開始時間が表示されている場合、予期しない問題が発生
しない限り、そのイベントはライブで実行されます。

ライブ イベントの視聴要件
Video Portal でライブイベントを視聴するには、Windows Media Player の最新バージョンが必要です。
現リリースのライブ ビデオ イベントでは、他のメディア形式やメディア プレーヤー ソフトウェアをサ
ポートしていません。
図 5-1

既知のコンテンツの検索

ライブ ビデオのライフサイクル
時間は、ビデオのライブ感を生み出す基本要素であるため、視聴者がライブ ブロードキャストのオン
デマンド コンテンツと混同しないようにすることが重要です。この予防措置として、発行者はイベン
トの状態に応じて、視聴者にライブ イベントの視聴の待機または中断を促すことができます。
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次の項では、視聴者のビデオ ストリームへの参加が早過ぎたり遅過ぎたりする、よくあるケースにつ
いて説明します。いずれのサンプルでも、時間が Video Portal インターフェイスの右上に示されている
点に注意してください。

• 「イベントの開始前」（P.5-3）
• 「ライブ イベント中」（P.5-4）
• 「イベントの終了後」（P.5-5）

イベントの開始前
参加者は、公開されたブロードキャスト開始日よりも少し早く Video Portal にログインします。ここで
目的のビデオを呼び出すと、このイベントがまだ開始されていないことを視聴者に通知する静止画像が
示されます（図 5-2 を参照）。この画像は、発行者にイベント前画像として知られています。発行者が
Digital Media Manager でブロードキャストを開始するまで、そのビデオを表示しているクライアント
には引き続きこの画像が示されます。
図 5-2

予定時間前にライブ コンテンツを表示した場合
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ライブ イベント中
実世界のイベントと同様に、実際の開始時間が公開した開始時間と異なる場合があります。このシナリ
オでは、会議室がまだ参加者でいっぱいであったためか、ライブ ストリームは予定時間の 11:30 から
数分遅れて開始されました。図 5-3 に、ビデオ開始 1 秒後のライブ ストリームの例を示します。再生
時間は LIVE という単語で覆われてわからなくなります。また、ライブ ビデオでは、巻戻しや早送り
など通常のビデオ コントロールの多くが無効になります。ライブ ストリーム開始以降の新しい Web 視
聴者は、待機しなくても同じライブ ビデオをすぐに視聴できます。
図 5-3

進行中のイベントを表示した場合
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イベントの終了後
各イベントの最後に、イベント後通知が示される場合があります（図 5-4 を参照）。この通知は、目的
のイベントが終了してもう視聴できなくなっていること、または後からオンデマンド アクセスできる
ように現在アーカイブ中であることをユーザに通知する、メッセージの役割を果たします。
ライブ イベントは、予定終了日時の 1 時間後に Video Portal から自動的に削除されます。ライブ イベ
ントが自動的に期限切れになると、そのイベントは再生リスト、プログラム ガイド、および検索結果
から完全に削除されます。
図 5-4

終了後にイベントを表示した場合

キーワードによるライブ イベントの検索
（注）

タイトルや説明に英語以外の文字を含むビデオは検索できません。
ライブ イベントを検索するには、[Search] タブをクリックし、表示されたフィールドに必要なキー
ワードを入力して、[Go] をクリックします。
検索内容と一致したすべてのビデオを示すリストが表示されます。ビデオの種類にかかわらず、検索の
結果返されたビデオの説明には、ビデオの再生時間が示されます。ただし、ライブ イベントの説明に
は、現地時間帯に基づいた開始日時も含まれます。
そのため、メイン再生リストでイベントの日付や開始時間が表示されている場合、予期しない問題が発
生しない限り、そのイベントはライブで実行されます。

Cisco Video Portal 5.0 ユーザ ガイド
OL-15765-01-J

5-5

第 5章

ライブ イベントの視聴

ライブ イベント中の質問

ライブ イベント中の質問
質問および回答が有効な場合は、基本コントロール領域の下に [Ask Question] ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、ライブ Web キャスト イベントのプロデューサとプレゼンタに、テキス
トベースの質問を送信できます。
ステップ 1

[Ask question] ボタンをクリックします。
[Ask a Question] 領域が表示されます。

ステップ 2
ステップ 3

[Question] 領域にテキストを入力します。
[Submit] ボタンをクリックします。イベント モデレータとして指定されている相手に、質問が送信さ
れます。
または、次の手順を実行します。

[X] ボタンをクリックして質問を廃棄します。

プレゼンタ スライドの表示
プレゼンタがスライド ショーを含めた場合は、ビデオ表示領域の右側にスライドが表示されます。

目的

手順

別のウィンドウでスライドを開く

[New Window] をクリックします。

プレゼンタ スライド領域を閉じる 右上隅の [X] ボタンをクリックします。
プレゼンタ スライド領域を開く

1. 高度なコントロールのパネルを表示します。
2. スライドの同期アイコンをクリックします。
これらコントロールの詳細については、「高度なコントロールの
使用方法」（P.4-3）を参照してください。
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