CHAPTER

5

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。
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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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