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・プログラム視聴 

 

 

 

・ライブプログラム配信 

・収録プログラム管理 

 -プログラム作成 

 -撮ってある動画を利用
し 

  プログラム作成 

・視聴ログ 

 

・外部公開情報からのプ
ログラム視聴 

 

視聴者 
Audience 

コンテンツ作成者 
Presenter 

外部視聴者 
Guest 

①コンテンツ作成者(Presenter) 
 配信プログラムの全機能を利用可能なユーザーです。プログラムの作成・配信・管理を行います。 
 サブサイト管理者より作成され、「プログラム作成者」権限が付与されます。 
 
②コンテンツ視聴者(Audience) 
 配信プログラムの一部機能を利用可能なユーザーです。プログラムの視聴のみを行います。 
 サブサイト管理者より作成されます。 
 
③外部視聴者(guest) 
 本サービスの各機能を利用せず、ログインアカウントを必要としない外部公開中のプログラムを視聴します。 
 
 

配信プログラム機能について 
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Gridow Enterprise ライブ配信・視聴の流れ 

配信する 視聴する 

システムへログインする 

配信プログラム ⇒ ライブプログラム管理 
・基本設定 

・視聴権限設定 

・スライド登録設定 

・アンケート登録 

・外部視聴公開設定 

 

ライブ配信スタート 

ライブ配信終了 

ライブ配信を視聴する 
・視聴権限が設定された場合のみ 

・外部視聴者は外部視聴公開を設定された 

 場合のみ 

プログラム作成者 プログラム視聴者 
または外部視聴者 

システムへログインする 

※外部視聴者はログインしない 

視聴ログ 
・視聴ログ確認 

・アンケート結果確認（設定された場合のみ） 

Presenter Audience 

Guest 
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Gridow Enterprise オンデマンド配信・視聴の流れ 

配信する 視聴する 

システムへログインする 

取込 
 

基本設定 

オンデマンド視聴 

プログラム作成者 プログラム視聴者 
または外部視聴者 

・視聴者アクセス設定 

・外部公開設定 

配信プログラム ⇒ 収録ブプログラム管理 
 

配信したライブプログラムを利用 

接続されている映像デバイスを利用 

撮ってある動画を利用 

新規収録登録 

基本設定 

接続されているカメラを利用し 

映像を取り込む 
撮ってある動画を利用 

配信スタート 

Presenter 
Audience 

Guest 

新規収録登録 

基本設定 

・視聴者アクセス設定 

・外部公開設定 

・視聴者アクセス設定 

・外部公開設定 

データ確認/編集 

 
データ確認/編集 

 

データ確認/編集 

 

視聴ログ 
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配信プログラム（ライブ配信基本画面） 

ライブプログラム管理、「基本設定」情報が
表示される 

プログラム作成者画面  コンテンツ作成端末に接続されている映像デバイスを利用し収録を行う場合。 

スライド資料 

映像 

チャット 
資料一覧 

配信中のペン操作 

次のスライドをめくる 

前のスライドを戻る 

フルスクリーン表示 

注） 
1) 配信中にドキュメントおよび映像領域の拡大操作が可能です。「Esc」キーでもとの画面に戻ります。 

2) 一旦停止または停止操作をされますと、プログラムデータに自動的にセクションが生成されます。 

3) 一旦停止ボタンを押された場合は、ライブの視聴者側では「プログラム再開までお待ちください」と表示されます。 

4) 停止ボタンを押された場合は、ライブ視聴者側では「プログラム開始までお待ちください」と表示されます。 

5) 終了する場合は、ウィンドを閉じてください。 

6) 配信中のアンケートリンクやその他のリンク情報は収録プログラムにも表示されます。 

 

アンケートまたはその他のリンクを送信 

ライブ視聴者へのメッセージ発信 

（途中参加の場合も受信される） 

配信中の一旦停止  

配信中の停止 

マイクミュート 

スライド資料/映像のシーンの切り替え 

スライド資料の管理を行う 

ライブ配信中のネットワーク状況表示 

ネットワーク帯域状態がよい 

ネットワーク帯域状態が不足 

ネットワーク帯域状態が異常 

チャット内容共有禁止 
チャット禁止 

ライブ配信中視聴者数を表示 

Presenter 

「配信プログラム」 ⇒ 「ライブプログラム管理」 よりプログラムを登録後、「トップページ」へ戻り、        赤い
ボタンをクリックしてください。 

スライド資料のリロード 

デスクトップ共有 
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コンテンツ視聴者画面（ライブ）  ライブ視聴者の再生画面 

ライブプログラム管理、「基本設定」情報が表示される 

ロゴ表示 
ライブプログラム管理、「基本設定」情報の 
ロゴ項目が表示される 

背景表示 
ライブプログラム管理、「基本設定」情報の 
背景項目が表示される 

配信プログラム（視聴画面） Audience 

Guest 
目印 

スライド資料 

映像 

チャット 

② 

① 

① 

スピーカ音量の調整/ミュート 

フルスクリーン表示、「Esc」で戻る 

スライド資料と映像の位置交換 

② 
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コンテンツ視聴者画面（収録）  オンデマンド視聴者の再生画面 

スライド資料 

映像 

フルスクリーン表示、「Esc」で戻る 

スピーカ音量の調整/ミュート 

スライド資料と映像の位置交換 

ロゴ表示 
収録プログラム管理、「基本設定」情報の 
ロゴ項目が表示される 

背景表示 
収録プログラム管理、「基本設定」情報の 
背景項目が表示される 

収録プログラム管理、「基本設定」情報が表示される 

クリックしてジャンプ視聴 

目印 

① 

① 
② 

③ 

② 

③ 

アンケートの表示 

リンクの表示 一旦停止。再生中に表示される 

再生。一旦停止中に表示される 

・複数セクションの表示 

・セクションのジャンプ視聴 

配信プログラム（視聴画面） Audience 

Guest 
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配信プログラム（収録基本画面） 

収録プログラム管理、「基本設定」情報が表
示される 

プログラム作成者画面  コンテンツ作成端末に接続されている映像デバイスを利用し収録を行う場合。 

スライド資料 

映像 

資料一覧 

配信中のペン操作 

次のスライドをめくる 

前のスライドを戻る 

フルスクリーン表示 

注） 
1) 収録中にドキュメントおよび映像領域の拡大操作が可能です。「Esc」キーでもとの画面に戻ります。 

2) 一旦停止または停止操作をされますと、自動的にセクションを生成します。 

3) 終了する場合は、ウィンドを閉じてください。 

 

配信中の一旦停止  

配信中の停止 

マイクミュート 

スライド資料の管理を行う 

収録中のネットワーク状況表示 

ネットワーク帯域状態がよい 

ネットワーク帯域状態が不足 

ネットワーク帯域状態が異常 

Presenter 

スライド資料のリロード 

をクリックし操作画面に従い、プログラムを登録してください。以下の２つの方法でプログラム
を作成します。                    

以下プログラム作成者画面を確認してください。 

以下P.8へ 

デスクトップ共有 
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既存動画アップロードをクリックした場合は、編集ツールが起動されます。 「Import File」より各種ファイルをアップロー
ドしてください。作成方法は以下「編集ツール」を参照してください。 

配信プログラム（プログラムの編集） 

「配信プログラム」 ⇒ 「収録プログラム」 ⇒ 「データ編集」 ⇒  「データ編集」 より以下の画面が表示されます。 

編集ツールが起動され、次のページへ 

配信プログラム（収録基本画面） Presenter 

Presenter 
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配信プログラム 

動画領域へドラッグ 

スライド領域へドラッグ 

映像再生 

プログラム作成者画面  （編集ツール） 

該当「データ編集」をクリックし、以下の編集画面が開きます。 

1) 編集時すべてのデータをダウンロードしていますので、データのサイズおよびネットワーク状況により、時間
がかかる場合はあります。 

2) 編集時PCのリソースを消耗しますので、その他のアプリケーション実行は避けてください。 

3) 編集時PCのリソースを消耗しますので、高スペックのものを推奨します。 

4) 編集する映像データには音声データと映像データの両方存在する必要があります。 

 

 

※1回の編集は、必ず１時間以内に終えてください。 
※保存しようとしたプログラムのサイズは１GBまでです。 

●ファイル管理 

(1) Import File 
ローカルから利用するファイルをアップロードします。 
 
スライド資料：pptx.ppt.pdf (30MBまで) 
        jpg.gif.png.bmp （512KBまで） 
動画資料：flv.avi.mkv.mov.mpg.wmv(アップロード時点のファイルサイズ制限がありません) 
 

配信プログラム（収録基本画面） Presenter 



Gridow Enterprise操作説明 

Ver.1.2  2013/06/10        -10- 

配信プログラム 

(2) Document Management 
アップロード済みのファイルを管理（削除）します。 

②. 
クリック 

①.  
選択して 

(3) Import Sound 
ローカルから利用するファイルをアップロードします。 

項目 内容 備考 

Custom image 映像の静止がイメージをアップロードします。 ファイル形式：jpg,jpeg,png 
（アップロード時のサイズ制限がありません。） 

Audio input 音声ファイルをアップロードします。アップロード後
FLVファイルへ変換します。 

ファイル形式：mp3, wav, wma, rm, ra 
（アップロード時のサイズ制限がありません。） 

の状態で、ドラックし動画の長さを調整します。 

または直接時間を指定します。（指定後[Enter]を押す） 
カットする時間を直接入力します。 

       

の状態で、ドラッグし、開始時間を調整します。 

または直接時間を指定します。（指定後[Enter]を押す） 
指定する時間を直接入力します。 

 

 

その他 
1. 該当データを削除の場合は、そのまま    へドラッグします。） 
2. 新規に追加した動画は既存動画の解像度と一致する必要があります。 
3. 編集完了後、「Save」を押します。 
 

●スライド編集/リンク編集 ●動画の編集 

配信プログラム（収録基本画面） Presenter 
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配信プログラム 

「Links」よりプログラムにリンク情報を挿入します。 

アンケートリンクやその他の情報が利用可能です。 

 

 

項目 内容 備考 

Name リンクの名前を入力します。 全半角問わず50文字まで 

Link URL情報を入力します。 形式：http://またはhttps:// 

半角英数字500文字まで 

Add 入力後、追加を確定します。 - 

 映像再生領域では、動画を再生確認します。 

 

項目 内容 

再生ボタン 

停止ボタン 

ミュートボタン 

音声調整ボタン 

タイムバー 

編集領域の動画を再生します。 

 

 

リンクの編集 

 編集領域では、プログラムの編集を行います。 

 編集領域で扱うデータ（スライド資料、動画）の総容量は１GBで、動画の長さは以下を参照してください。 

動画の編集領域です。 

スライドの編集領域です。 

Linkの編集領域です。 

ビデオ品質 参考動画長さ（1GB以内） 

150K 約10時間50分 

300K 約6時間20分 

512K 約4時間 

768K 約2時間40分 

1M 約2時間 

配信プログラム（収録基本画面） Presenter 
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最終公開設定 

「配信プログラム」⇒「収録プログラム管理」⇒「設定」をクリックし、公開状況を変更します。 

該当を
チェック 

「使用可能」
へ変更更新 

トップページへ戻り、以下「最新収録プログラムリスト」に、コンテンツが表示されます。 

Presenter 
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該当プログラムの視聴履歴状況を確認します。 

「配信プログラム」 ⇒ 「ライブプログラム管理」 ⇒ 「視聴ログ」 

「配信プログラム」 ⇒ 「収録プログラム管理」 ⇒ 「視聴ログ」 

履歴の概要情報が表示されます。 
「詳細記録」をクリックすることで、 
より詳しい情報を確認します。 

視聴ログ Presenter 


