CHAPTER

3

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
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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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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
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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
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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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