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はじめに 
このたびは LOGOSWARE GigaCast Cloud プリペイド制、月額固定（ポイント発行方
式）、月額固定（時間帯指定プラン）をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

本書は GigaCast Cloud の使い方を学ぶためのチュートリアルマニュアルです。 

 

尚、本書では（   ）のように略名で説明します。 

 LOGOSWARE GigaCast Cloud（GigaCast Cloud） 
LIVE セミナーシステム 

一連の流れ 

実際に操作しながら、一連の流れを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは詳細なスケジュールを説明しますので、 
先に進みましょう！ 

    

STEP.1 
事前準備 

 スケジュール決定 
 配信方式の決定 
 機材・ネットワーク 
 録画ファイル準備 
 初回のみ行う作業 
 セミナー新規作成 
 ManyCam 事前設定 

STEP.2 
リハーサル当日 

 パソコン 
セットアップ 

 開催前のチェック 
 リハーサルの開催 

STEP.3 
本番当日 

 当日の操作 
 終了後の操作 
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STEP1 事前準備 



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

4 

 

1-1. スケジュールの決定 
はじめに、リハーサルの日程、本番の日程を決めてください。 

あわせて、配信場所（会議室等）、講師、機材を確保してください。 
確保時間の目安は以下の通りです。 
 開始前： 開始の 60 分程度前（事前準備のため）  
 終了後： 終了の 30 分程度後（撤収のため） 

作業項目 いつ実施？ 

リハーサル日の決定  

   月   日   ：  ～   ：   

 会議室など確保    ：  ～   ：   

 リハーサルは、1 時間利用可能です。操作の練習や、
Web セミナーの雰囲気に慣れる用途でご利用くだ
さい。視聴者への配信はできません。 

 特にはじめてシステムを利用するときは、いきなり
本番でなく前日などにリハーサルを行いましょう。 

本番日の決定  

   月   日   ：  ～   ：   

 会議室など確保    ：  ～   ：   

 

ここからさきは、セミナー開始までの大まかな流れをご紹介します。 
日程が決まったら、セミナー新規作成をします。 

セミナー新規作成 
 セミナー作成 
 資料登録 
 ロゴ登録（初回のみ） 

リハーサル、本番の日が決まったら行います。 
前日までに完了しているのが望ましいですが、遅くとも、
開始 30 分前には完了してください。 

資料・ロゴは、後日登録することもできるので、当日ま
でには用意し、登録しましょう。 
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リハーサル当日の準備は、以下のイメージです。 

作業項目 いつ実施？ 

パソコン環境セットアッ
プと配信確認 

開始予定時刻の 60 分前くらいから準備をはじめます。 
30 分前までに準備完了となるのが目標です。 

リハーサル 
 

開始 30 分前には、パソコン環境のセットアップが完了
し、待機していると安心です。所定の時間になったらは
じめます。（リハーサルは、1 時間利用可能です） 

 

また、本番当日は、リハーサルと同様に準備、実施します。 

作業項目 いつ実施？ 

パソコン環境セットアッ
プと配信確認 

開始予定時刻の 60 分前くらいから準備をはじめます。 
30 分前までに準備完了となるのが目標です。 

本番 開始 30 分前には、パソコン環境のセットアップが完了
し、待機できていると安心です。所定の時間になったら
はじめます。 

本番後の操作 パソコンなどの機器の撤収を行いましょう。 
その後、セミナーが終わって 30 分くらいすぎると、以
下の作業ができるようになります。 
 アクセスレポートの確認 
 事後アンケートの処理 
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1-2. 配信方式の決定 
GigaCastCloud は、以下の方式で配信できます。 
リハーサルや本番中に講師が切り替えますので、この段階ではどの方式で配信するのか
イメージを固めましょう。 

 はじめは講師が挨拶をして、途中からパソコンのデスクトップの操作を見せる・・・
（カメラ配信→デスクトップ配信）のように、複数の配信方式を組み合わせること
も可能です。 

 カメラ配信： カメラ映像だけで進行する方法 

 

 デスクトップ配信： パソコン操作映像を使う方法 

 

 録画配信： 録画済みのビデオを配信する方法 
 
 

  

ここにカメラから取得した講師の映像 
 
 

ここに、デスクトップの操作を映した映像 

ここに、事前に用意した録画映像 
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1-3. 機材やネットワークなどの準備 
1-3-1. 機材の準備 

以下を参考に、機材を用意します。 

 

 配信パソコンの推奨環境（「配信側」をご覧ください） 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/ 

 Web カメラ、USB マイクのご紹介 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/support/equipment/ 

 サブディスプレイは、デスクトップ配信をするときに必要です。詳細は「A-1-2. 必
要な機材（デスクトップ配信）」を参照してください。 

ポイント 「マイク」準備のコツ 

 カメラやパソコンに内蔵されているマイクは、操作音を拾いやすいため、非推奨
です。 

 USB 接続タイプのマイクをご用意ください
（右図、○の例）。USB でないマイク（右
図、X の例）は雑音やプツプツ音が入りやす
いです。 
 

https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/support/equipment/
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 マイクのミュートボタンはご利用にならないでください。 
配信が不安定になることがあります。 
 

 会議用マイクは音声が途切れることがあるため、通常マイクを推奨します。 

 
 

 使用しないマイクは PC のサウンド設定より無効化してください。 
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ポイント 「イヤホン」はなぜ必要？ 

リハーサルや本番前の準備で「マイクの音を正しく流せているかどうか」を確認する
ために使います。 
イヤホンを使わずスピーカーから音を流してしまうと、その音をマイクが拾ってしま
い、さらにスピーカーから流れて・・・と音声がループして、何重にも聞こえる状態
になってしまいます。 

 

 

ポイント 「カメラ」準備のコツ 

カメラは対象物に応じてご用意ください。 
 1 名での配信であれば、PC 内蔵カメラでも問題

ありません。 
 複数名が同時に参加、もしくはカメラ場所を移

動する可能性があれば、Web カメラ（USB 接
続）をご利用ください。 

 三脚に対応した Web カメラで定点撮影ができ
ます。（参考右図：HD PRO WEBCAM C920R） 
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1-3-2. 有線 LAN の準備（回線チェックのお願い） 

Web セミナーを成功させるためには、安定したネットワークが必要です。 
以下にご注意ください。 

 配信パソコンは、必ず、安定した有線 LAN に接続してください。 

 配信パソコンで、必ず、事前に「回線チェック」を行ってください。 

 有線 LAN であっても、ご利用のネットワークによっては、社内セキュリティ
などの問題で、スムーズにセミナーを開始できないことがあります。 
以下の手順で、事前に回線チェックをお願いします。 

回線チェックの方法 

1. 複数のネットワークを使える場合には、配信パソコンを本番で利用する予定のネッ
トワークに接続します。 

2. 配信パソコンで、Internet Explorer または、FireFox を起動します。 

3. ブラウザで以下の URL を開きます。 
https://powerlive.logosware.com/assist/network-test/ 

4. 「配信者用 回線テスト」をクリックし、テストします。 
URL に掲載されている「結果診断と次のアクション」の項目を参考に、次のアクシ
ョンをとってください。 

 回線テストでは、ご利用回線で一定量以上の通信を制限するようなケースは検
出できません。お心当たりがある場合は、別回線をご利用ください。 

回線テストについてのご質問、配信テストの支援要請は、support@logosware.com ま
でお問い合わせください。 

  

https://powerlive.logosware.com/assist/network-test/
https://powerlive.logosware.com/assist/network-test/
mailto:support@logosware.com
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1-4. 初回のみ行う準備 
初回利用の時にだけ必要な作業があります。 
はじめてのセミナーを新規作成するときに、一緒に行いましょう。 

1-4-1. 管理画面にログイン 

以下 URL にアクセスし、ID、パスワードを入力します。 
https://admin.gigacast.tv/ 

1-4-2. ロゴ設定 

1. ロゴ、バナーの画像を用意します。 
いろいろな画像を変更できますが、ブランディング上で特に大切な以下の 4 点を変
更することが多いです。それぞれのサイズで、画像をご用意ください。 

 ここで設定した内容は、これから新規作成するセミナーで有効になります。 
ロゴの準備が間に合わず先にセミナーを作成した場合の手順は、後述します。 

画像タイプと画像サイズ メモ 

参加者画面ロゴ（幅 232×高さ 57 ピクセル） 

 参加者画面で、右上に表示されます。 

 

ログイン画面ロゴ（幅 310×高さ 88 ピクセル） 

 参加者画面で、ログインの際に表示されます。 

 

セミナー用バナー（幅 515×高さ 60 ピクセル）  

 参加者画面で、下部に表示されます。 

 URL を設定し、外部サイトにリンクできます。  

https://admin.gigacast.tv/
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録画配信用バナー（幅 200×高さ 60 ピクセル） 

 録画の画面上部に表示される画像です。 
録画を利用しない場合は、変更不要です。 

 URL を設定し、外部サイトにリンクできます。 
 

 

2. 【 ロゴ/バナー設定 】をクリックします。 

 

3. 各画像を登録します。 

 

 「メモ」は任意です。 

 「バナー」を登録するときは「リンク先」に URL を入力してください。 
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4. 画面をスクロールし、登録した画像の【 設定 】をクリックします。 

 

5. 用意した画像をすべて登録したら、右上の［ × ］ボタンで登録画面を閉じます。  
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ポイント  後日、ロゴ画像を変更するには？ 

前述の方法で設定したロゴは、これから作成するセミナーで有効になります。 
ロゴの準備が間に合わず、先にセミナーを作成したような場合で、作成済みセミ
ナーのロゴを変更したい場合は以下の手順で変更してください。（セミナー開始 2
時間前まで可能） 

1. セミナー一覧画面で、変更したいセミナーの【 詳細 】をクリック 

 

1. 【 セミナー画像設定  】をクリック 

 
2. 画像をアップロードする 

3. 画面をスクロールし、適用したい画像の【 設定 】をクリック 

 
また、これから作成するセミナーで、ずっと上記のロゴを使いたい場合は、以下
の共通設定も行ってください。 
 

4. セミナー一覧画面の【 ロゴ／バナー設定 】をクリック 

 

5. 画面をスクロールすると、手順３でアップロードした画像が表示されてい
るので、適用したい画像の【 設定 】をクリック 
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1-4-3. 個人情報保護方針設定 

1. 「個人情報保護方針設定」 をクリックします。 

 

2. 申込セミナー申込時、もしくはセミナー録画を配信し個人情報の収集を行う場合、
閲覧者の方に個人情報保護方針を同意していただく必要があります。 
 
顧客に提示する個人情報保護方針の設定方法は 2 つあります。 

 方法１：御社ですでにご用意してある個人情報保護方針 Web サイトへリンク
する方法 

 方法２：画面上のテンプレートを修正、加筆し利用する方法 

上記のどちらかを選択・設定し、【 登録する 】をクリックします。 

 

 

変更する 

変更する 

方法１ 

方法２ 
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1-5. セミナー日程登録や視聴者の招待 
1-5-1. セミナー新規作成 

セミナー新規作成は、リハーサル、本番の日が決まったら行います。 

 前日までに完了しているのが望ましいですが、遅くとも、リハーサル（本番）開始
30 分前には完了する必要があります。 

 資料は後日登録することもできるので、当日までには用意し、登録しましょう。 
（セミナー開始 2 時間前まで管理画面で登録可能です。本番の場合は、講師画面か
らアップロードすることもできます） 

 

1. 【 新規セミナー作成 】をクリックします。 

 

2. 開催したいスタイルにあったセミナータイプを選択します。 

 

 セミナータイプによって、参加者の募集方法が異なります。どのセミナーも、
セミナー中のシステム操作方法は同じです。  
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3. 画面の注意書きを見ながら、セミナー情報を指定します。 
ここで設定するのは「本番の日程」です（リハーサル日程は後で設定します）。 
完了したら、【 登録する 】をクリックします。 

 

 

 録画について 

 
録画には「配信用」と「ダウンロード用」の 2 種類があります。以下の表を参
考にして、必要に合わせてご利用ください。 

 配信用 ダウンロード用 

概要 GigaCast 環境から配信される
録画 

自社サーバーおよび YouTube 等
で録画を公開する為の録画データ
ダウンロード 

 録画配信したい場合はこちら 

メ リ
ット 

 自動生成されるURLを教え
るだけで、簡単に録画を見
てもらえる 

 視聴パスワードが設定可能 
 資料請求を希望した視聴者

のログを取得可能 

 ダウンロードしたデータは、
期間の縛りなく使える（ただ
し、ダウンロードできるのは
セミナー終了後 2 週間以内） 

 YouTube や自社サイトにア
ップするなど自由に利用でき
る 

 録画配信に利用できる 
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1-5-2. 参加者への通知 

招待セミナーの場合 

 

① 「招待者」で、参加者を登録します。 
CSV をダウンロードして一括登録したり、一人ずつ登録したりできます。 

 初めての利用の時は、ご自身のメールアドレスや、開催に協力してくれる方の
メールアドレスなども登録して、どのようにメールが到着するか確認するとよ
いでしょう。 

② 「招待メール」で、①で登録した参加者に招待メールを送ります。 
画面の指示に従って、本文の作成 → 送信先の選択 → 招待メールの送信 と進み
ます。 

③ 「リマインドメール（任意）」では、参加者にセミナー情報のメールを送ることが
できます。 
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申込セミナーの場合 

 

① ここに、自動作成される「セミナー告知ページ」の URL が表示されます。 
リンクをクリックしてみてみましょう。 

 ② ③ の設定が完了したら、この URL をホームページに貼ったり、メールマ
ガジンで送信したりと、集客に使います。 

② 「申込時アンケート（任意）」から、申込 Web サイトに掲載するアンケートを設
定できます。 

③ 「申込完了メール」で、申込完了メールの本文を作成します。 
Web からの申込時に、自動応答メールとして送信されます。 

④ 「申込者」で、申し込まれたリストを見ることができます。 
【 新規登録 】ボタンから、運営者が登録することもできます。 

⑤ 「リマインドメール（任意）」では、参加者にセミナー情報のメールを送ることが
できます。 
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オープンセミナーの場合 

 

① ここに、自動作成される「セミナー告知ページ」の URL が表示されます。 
リンクをクリックしてみてみましょう。この URL をホームページに貼ったり、メ
ールマガジンで送信したりと、集客に使います。 

1-5-3. 資料の登録 

セミナー資料をアップロードします。 
セミナー実施 ＞ セミナー資料 ＞ 【 資料の追加 】をクリックし、登録します。 

 

 登録可能なファイルについて： 
PDF ファイルを推奨します。PDF ファイルにすれば、ダウンロード用資料として
も流用できます。 

 PowerPoint でも登録可能ですが、画像比率が 16:9 のファイルの場合、正常
に変換されないことがあります。 

 資料タイプについて： 
閲覧用： 講師がセミナー中に画面に表示し、説明に利用する資料です。 
ダウンロード用：参加者がダウンロードする資料です。（セミナー中利用不可） 
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 モバイル視聴者は資料ダウンロード機能が使えません。 
その為、他の場所で資料案内をしてください（御社サイトへの掲載等） 

1-5-5. アンケートの登録 

必要に合わせて、セミナー中に実施するリアルタイムアンケートを事前に登録します。 

1. セミナー実施 ＞  セミナー中アンケート ＞【 項目の追加 】をクリックします。 

 

2. アンケートを登録します。 

 

① アンケート種別を選択(択一、複数選択、自由筆記 の設問を作成可能) 

② 質問内容を入力 

③ 表示順を決め、選択肢を登録 

④ 【 登録する 】ボタンをクリック 

 講師画面でもアンケートは登録できますが、リハーサル時に講師画面で登録したア
ンケートは本番のセミナーには反映されません。本番のセミナーで使用するアンケ
ートは必ず管理画面から登録してください。 
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1-5-4. リハーサル日程の登録 

「リハーサル実施」で、リハーサルの日程を登録します。 

 

 



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

23 

 

1-6. デスクトップ配信、録画配信の準備 
デスクトップ配信や録画配信に特有の準備を付録にまとめました。 
以下を参照して、準備を進めましょう。 

 デスクトップ配信をしたい方は、以下をご参照ください。 
「A-1-1. 配信ソフト ManyCam 準備（デスクトップ配信、録画配信）」 
「A-1-2. 必要な機材（デスクトップ配信）」 

 録画配信をしたい方は、以下をご参照ください。 
「A-1-1. 配信ソフト ManyCam 準備（デスクトップ配信、録画配信）」 
「A-1-3. 録画ファイルの準備（録画配信）」 

 

おつかれさまでした！ 

ここまでで、事前準備は終了です。 
次は、リハーサルの 60 分くらい前に環境のセットアップを行います。 

事前に、次ページ以降の全体の流れを確認しておいてください。 
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STEP2 リハーサル当日にやるこ
と 
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2-1. パソコン環境のセットアップ 
リハーサルの 60 分前くらいから実施し、30 分前までに完了となるのが目標です。 

2-1-1. 機材の接続 

1. STEP2 で用意した機材をパソコンに接続します。 

 

 準備がお済みでない方は「1-3-1. 機材の準備」を参照してください。 

2. 以下の点をチェックします。 

チェックリスト 

□ ノートパソコンの場合、電源は接続されていますか？ 

 途中でバッテリーが切れると、配信が中断します。 

□ 有線 LAN に繋ぎましたか？ 

 無線 LAN は不安定です。有線 LAN をご利用ください。 

 接続できる回線が複数ある場合、必ず、回線チェックで問題がなかっ
た回線に繋いでください（「1-3-2. 有線 LAN の準備（回線チェック
のお願い）」参照）。 

□ LAN ケーブルは安全な場所にありますか？ 
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 躓いて外れると配信が中断します。 
危ない場合はガムテープなどで養生しましょう。 

□ Web カメラを接続しましたか？ 

□ USB 接続タイプのマイクを接続しましたか？ 

 Web カメラのマイクは音質が悪いです。 
また、USB でないマイクは雑音やプツプツ音が入りやすいです。 

□ 音声確認用にイヤホンを挿しましたか？ 

 スピーカーで音を出してしまうと、マイクが拾って、音声がループし
てしまいます。 

□ 音が出るかイヤホンで確認しましたか？ 

 もし音が出ない場合は、パソコンの音量設定がミュートになっていな
いか確認しましょう。 

□ Internet Explorer または、FireFox は利用できますか？ 

 配信には Google Chrome は使用しないでください。 
一部の機能が正しく動作しない問題があります。 

□ デスクトップ配信をする方は、サブディスプレイを接続しましたか？ 

 片方に講師画面を表示し、もう片方は配信したいデスクトップ画面だ
けにするとスムーズに進行できます。 
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2-1-2. パソコンのクリーンナップ 

スムーズに配信するため、以下の点をチェックしてください。 

チェックリスト 
□ パソコンを再起動してください。 

 長く起動しているパソコンは不要なプロセスが起動しているため、配信が
不安定になることがあります。 

□ ウィルス対策ソフトの定期チェックや定義ファイル更新を停止ししてください。 

 パソコンや、ネットワークに負担がかかり、配信が不安定になることがあ
ります。必ず停止しましょう。 

□ 不要なアプリをすべて閉じてください。 

 パソコンの負荷をできるだけ減らしましょう。 
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2-2. リハーサル前のチェック 
リハーサルをはじめる前に、ここまでで設定した資料や接続機器をチェックしましょう。 
リハーサル開始時刻の 30 分前から、講師画面、配信確認画面にログイン可能です。 

2-2-1. 講師画面、配信確認画面を開く 

1. 管理画面にログインしましょう。 
管理画面にアクセスし、ID、パスワードを入力します。 
https://admin.gigacast.tv/ 

 講師の方は、配信に Google Chrome は使用しないでください。 
一部の機能が正しく動作しない問題があります。 

2. セミナー一覧画面から該当セミナーの詳細画面を開き、 
セミナー実施 ＞ リハーサル実施を開きます。 

 
 
 
 
 
 
 

https://admin.gigacast.tv/
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3. 確認のために、「講師画面」と「配信確認画面」を開きます。 
 
講師画面は、配信や、ステータス変更、資料の操作、チャットなどを行う画面です。 
配信確認画面は、講師や協力者が、参加者の見た目を確認する画面です。 
両方の画面を開くと、講師画面はこのようなイメージになります。 

 

① まずは講師画面を開きます。 
【 講師画面 1～3 】があるので、今回は１をクリックします。 

 
新しいタブで講師画面が開きます。 
ニックネームを入力してログインしてください。 
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② 次に配信確認画面を開きます。 
管理画面に戻って、【 配信確認画面 】をクリックします。 

 
新しいタブで配信確認画面が開きます。 

 

2-2-2. カメラ、マイクの配信テスト、資料のチェック 

1. カメラ映像、マイク音声の配信テストを行います。 

 

③ 講師画面の右上にある歯車マークをクリック 

④ カメラを選択、動画サイズ「640×480」、FPS「5」、帯域「450」を選択 

⑤ マイクを選択 

ブラウザのヘッダーに［TEST］と表示されます。
配信確認画面の目印としてご確認ください。 
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⑥ 【 配信開始 】をクリック 

2. 配信確認画面が開いている状態で、イヤホンで音声が聞こえるか確認します。 
（スピーカーで音を出すとマイクが拾ってループするのでイヤホンを使います） 

 講師画面は音が出ないようになっています（ループ防止のため）。 
音の確認は、必ず配信確認画面が開いているパソコンをご利用ください。 

3. 講師画面で資料を開けるか確認します。 
[ 画面表示 ] ＞［ 資料 ］をクリックし、開きたい資料をダブルクリックします。 

 

 資料を開いても、配信確認画面には表示されません。 
この後の手順で、セミナーを「開催中」にすると表示されます。 
この段階では、講師画面で開ければ OK です。 

ポイント 協力者がいる場合は？ 

 参加者目線で進行チェックする協力者は？ 
配信確認画面をご利用ください。 
配信確認画面は複数人でご利用いただけます。 
 

 チャットや質問の回答を助けてくれる協力者は？ 
講師画面１、２、３のいずれかをご利用ください。 
ただし、一つの講師画面を利用できるのは１名の方のみです。重複してログ
インすると、先にログインしていた人は強制退出されます。必ず事前に「何
番を使う」と決めて運用してください。 
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2-2-3. デスクトップ配信、録画配信の開催前操作 

デスクトップ配信や録画配信をする場合でも、基本的な操作は同じです。 
ただし、違う点がありますので、以下を参照してください。 

 デスクトップ配信をしたい方は、以下をご参照ください。 
「A-2-1. 準備と操作（デスクトップ配信）」 
「A-3. 映像をメインエリアで大きく映す方法」 

 録画配信をしたい方は、以下をご参照ください。 
「A-2-2. 準備と操作（録画配信）」 
「A-3. 映像をメインエリアで大きく映す方法」 

 

ここまでで、リハーサル準備は完了です。 

映像・音声を配信している状態で待機し、時間になったら、リハーサルを行いましょう！ 
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2-3. リハーサルの開催 
いよいよリハーサルを開始します。 
参加者目線でリハーサルの進行をチェックしてくれる協力者がいる場合、配信確認画面
に入っていてください。 

 

2-3-1. セミナーを開催する 

時間になったら、講師画面で【 準備中 】をクリックします。 
ステータスが「開催中」になります。 

  
→少し待つと、配信確認画面に資料が表示されます。 

2-3-2. さまざまな操作を試す 

講師画面でさまざまな操作を試してみましょう。 
時々、操作の結果が配信確認画面に反映されるか確認してみましょう。 

1. 資料をめくります：ページ遷移ツールのボタンで資料をめくれます。 

 

2. 資料を拡大します：つまみを動かして、資料を拡大、縮小できます。 
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 ブラウザによっては、マウスホイールで拡大、縮小できます（2017 年 8 月現
在、Internet Explorer で可能です）。 

 拡大中に資料の別エリアを表示するには【 移動 】ツールを選び資料をドラッ
クします。 

 

3. 資料に書きこみます：ペンツールを選択し、資料の上でマウスをドラッグします。 

 

色や太さを変更できます。 
矢印ボタンでは、１回戻したり、戻しすぎた場合進んだりできます。 

4. 書き込みを消します：【 削除ツール 】を選択し、線や図形がある範囲をドラック
します。【 全消去 】はすべてを消去します（表示ページのみ削除します）。 

 

5. チャットをします：［参加者］＞［チャット］を選択します。 
入力エリアからメッセージを投稿します。 
また、配信確認画面でチャットを入力し、表示を確認します。 

 

 チャットの文字色を指定することが
できます。 

 ラベルをつけることで流れの早いメ
ッセージのやりとりの中でも、重要な
メッセージとして他のメッセージと
区別することができます。 
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6. 質問を確認し、返信します：［参加者］＞［質問］を選択します。 
配信確認画面で質問を入力し、表示を確認します。また、質問に回答します。 

  

7. 全参加者に届く「お知らせ」を送ります：［ 参加者 ］＞［ お知らせ ］を選択し
ます。下部の入力エリアにお知らせ内容を入力し、【 送信 】をクリックします。 

 

 

 

配信確認画面にお知らせが表示されることを確認します。 

 

8. さまざまな操作の実験が完了し、セミナーの進行も確認したら、セミナーを終了し
ます。【 開催中 】をクリックすると、参加者画面に終了後画像などが表示されま
す。 

 →  

 

 未読の質問がある場合、タブに「  」
が表示されます。 

 メッセージをダブルクリックすると
返信用画面が表示されます。 
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おつかれさまでした！ 

ここまでで、リハーサルは終了です。 
本番も、セットアップからはじめます。 
開催予定時刻の 60 分前くらいに準備を始めましょう。 
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STEP3 本番当日にやること 
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3-1. 本番と本番終了後の操作 
3-1-1. セミナー実施 

1. リハーサルの時と同様に、パソコン環境をセットアップします。 
60 分前くらいに準備を開始し、 
30 分前に「配信確認」が完了するようにしましょう。 

詳細は「2-1. パソコン環境のセットアップ」を参照してください。 

 本番の画面を開くには、セミナー一覧画面から該当セミナーの詳細画面を開き、
セミナー実施＞セミナー実施 を開きます。 

 

ワンポイント 参加者画面を表示するには？ 

開催するセミナーの種類により、参加者が入ってくるルートが異なります。 

 招待セミナーの場合 
招待メールの URL から参加してもらいます。 

 

 申込セミナーの場合： 
セミナー申込時にお送りした「申込完了メール」の URL から参加してもらいます。 

 オープンセミナーの場合： 
事前に作成した「セミナー告知ページ」から参加してもらいます。 
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2. 時間になったら、講師画面で【 準備中 】をクリックします。 
ステータスが「開催中」になります。 

→  

3. セミナーが終了したら、【 開催中 】 をクリックします。 
ステータスが終了になり、参加者画面は終了画面に遷移します。 

3-1-2. セミナー終了後の操作 

この操作は、セミナー終了 30 分後くらいから可能です。 

レポート 

1. レポート、閲覧者のログを確認します。 
セミナー一覧画面 で、該当のセミナーの【 レポート 】ボタンをクリックします。 

 

2. 【 レポートを表示 】をクリックします。 

 

 事前案内 URL との突合せをするときは【  閲覧者のログをダウンロード 】を
クリックし、CSV をダウンロードします。レポートとして、参加者推移、チャ
ット、質問、リアルタイムアンケートを確認できます。 
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事後アンケート 

1. 参加者として設定した人に、事後アンケートを送信します。 
［ 実施後 参加者確認・アンケートの実施 ］＞［ セミナー後アンケート ］で【 項
目の追加 】をクリックし、アンケートの項目を必要な分追加します。 

 

入力例） 
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3. 「依頼メール」をクリックし、アンケートへの回答依頼のメールを送ります。 

 

4. 参加者のメールアドレスに、回答依頼メールが届くことを確認します。 

 送信確認のため、一通送信するごとに、送信元メールアドレスにも同じメール
が届きます。 

5. 事後アンケートの結果を確認するには、「結果」から CSV をダウンロードします。 
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おつかれさまでした！ 
これでこのチュートリアルは終了です。お疲れさまでした。 
 

その他、このチュートリアルで触れない内容については、 
操作マニュアルをご参照ください。 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/308/ 

以下のような内容が紹介されています。 

 ポイントの考え方 

 リアルタイムアンケートの活用 

 バナーを制御する（複数のバナーを切り替えて使う） 

 終了後の別サイトへの誘導（遷移機能） 

 ステータス（【 いいね 】【 ビミョー 】ボタンについて） 

 BGM を使用する 

http://doclib.logosware.com/content.html#!/308/
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付録 A. 
デスクトップ配信、録画配信 

 本章の手順は、「カメラ配信」だけで進行する方は不要です。 
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A-1. 事前準備 
A-1-1. 配信ソフト ManyCam 準備（デスクトップ配信、録

画配信） 

デスクトップ配信や録画配信では、ManyCam（メニカム）というソフトを使用します。 
ManyCam とは、Visicom Media Inc. の配信ソフトです。 
リハーサルや本番で利用するので、事前にセットアップしておきましょう。 

ポイント ManyCam 有料版が必要です 

デスクトップ配信、録画配信を行うためには ManyCam 有償版が必要です。 
 ご利用になりたい方は？ 

ManyCam 有償版はロゴスウェアからご購入いただけます（プランによっては無
償）。ご希望の方は、 support@logosware.com までお問い合わせください。 

 まずは試してみたい方は？ 
support@logosware.com までお問い合わせください。 

 

1. 【有償版ご購入の方のみ】 
ManyCam 有償版の登録が完了すると、以下のようなメールが送信されています。 
まだ確定処理が済んでいない場合は、URL をクリックして確定してください。 

 

mailto:support@logosware.com
mailto:support@logosware.com
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2. 以下のサイトから、フリー版のソフトウェアをダウンロードします。 
https://download.manycam.com/ 

 ※ 2018 年 3 月現在の画面です 

3. ダウンロードされた exe ファイルをクリック（ダブルクリック）し、インストーラ
ーを起動します。 

 

4. 途中で言語選択画面が出るので、「Japanese」を選択しましょう。 

 

 他のソフトウェアをインストールするかどうか表示された場合、インストール
しないで進んでください。GigaCast では、ManyCam のみ利用します。 

https://download.manycam.com/
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5. インストールが完了すると、ManyCam の画面が開きます。 
右下の歯車マークをクリックします。 

 

6. 【 購読 】をクリックします。 
その後、ManyCam アカウント、パスワードを入力します。 
 
ManyCam アカウント：手順 1 のメールアドレス 
パスワード： ロゴスウェアから通知されたパスワード 
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7. 以下のような画面が表示されれば成功です。 

 

8. 続けて、解像度を設定します。 

 

① ビデオボタンをクリック 

② 解像度プルダウンから「カスタマイズ」を選択 
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9. ビデオの設定を行います。 

 

① 「1024×768」を有効にする 

② 閉じる 

10. 元の画面に戻り、以下のように設定します。 

 

解像度  ：768p 
フレーム毎秒 ：10 



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

49 

 

11. マイクを設定します。 

 

① 音声をクリック 

② オーディオインプットの「オーディオデバイス(マイク)」をクリック 

③ メニューの中から、講師の声を入力するマイクを選択 

 『System Sound』は選択しないでください 

以下のような表示になることを確認します。 

 

 他にも選択項目がありますが、以下の設定値は変えないようにしてください。 
・グローバルサウンド ON 
・プリセットオーディオ ON 
・ノイズ抑制 OFF 

  



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

50 

 

A-1-2. 必要な機材（デスクトップ配信） 

デスクトップ配信する場合は、サブディスプレイを準備しましょう。 

片方に配信したいデスクトップを用意し、片方に講師画面を表示します。そうすること
でデスクトップ配信中に不要なものが映ることを予防します。

 

A-1-3. 録画ファイルの準備（録画配信） 

録画配信する場合は、配信する録画ファイルを準備しましょう。 

パターン１）独自の MP4 を使う 

「集合セミナーをビデオカメラで収録した映像を使って、Web セミナーしたい」、 
「資料では説明が難しい実技を見せたい」といった用途で、オリジナルの録画ファイル
を利用する事ができます。 

典型的には「セミナー進行は録画で行い、当日は質問対応だけ行う」方法と、 
「Web セミナーの途中で少しだけ録画を流す」方法の２通りの活用があります。 

録画ファイルは以下の仕様でご用意ください。 

 動画形式 ： mp4、flv、avi、wmv のいずれか 

 動画サイズ ： 1024×768 以内 

 ビットレート(映像、音声の合計ビットレート) ：1Mbps 以内 

 FPS（フレームレート）  ：15 もしくは 10 以内 
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 上記の数値を超えた録画データを配信した場合、配信パソコンが高負荷になり、正
常に配信出来ない可能性があります（映像が途切れるなど）。 

パターン２）過去の GigaCastCloud セミナーの録画を使う 

GigaCastCloud では、セミナーの録画を取得できます。 
「定期的に同じセミナーを開催しているので、負担を軽減したい」、 
「好評回を簡単に再現したい」といった用途で、その録画を利用できます。 

典型的には、セミナーの進行は録画で行い、当日は質問対応だけを行います。 
 

まだ録画がない場合は、本書の手順でセミナーを実施して録画ファイルを作成してくだ
さい。録画を取得するかどうかは、セミナー作成時に設定できます（「1-5-1. セミナ
ー新規作成」参照）。 

 

ここまでで、デスクトップ配信、録画配信の事前設定は完了です！ 

準備に漏れはありませんか？ 
今一度「STEP1 事前準備」を確認し、リハーサル当日に備えましょう。 

 

次は、リハーサルの 60 分くらい前に環境のセットアップを行います。 
事前に、「STEP2 リハーサル当日にやること」の全体の流れを確認しておいてくださ
い。 
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A-2. 当日の準備と操作 
A-2-1. 準備と操作（デスクトップ配信） 

1. インストール・認証済みの ManyCam を起動します。 

 ManyCam の事前準備がすんでいない場合、「A-1-1. 配信ソフト ManyCam
準備（デスクトップ配信、録画配信）」を参照して実施してください。 

2. メインエリアで右クリックし、 
メニューから「デスクトップ＞カスタム領域」をクリックします。 
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3. デスクトップ画面上に配信範囲を設定する為の四角点線が表示されます。端をマウ
スで摘み 1024×768（768P）のサイズまで広げます。 

 

4. 点線範囲内に表現したい対象物を入れます（以下はサイトの画面を配信した例）。 
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5. 実際に配信したい対象物が見切れることなく配信出来ているか、ManyCam のメイ
ンエリアで確認してください。 

 

6. 講師画面で、カメラの設定を行います。 

 

① 講師画面の右上にある歯車マークをクリック 

 配信中は設定できないので、【配信停止】をクリックして配信を停止して
ください。 

② 配信設定を変更します。カメラ配信との違いは、★印の箇所です。 
カメラ ：任意のカメラ → ManyCam Virtual Webcam（★） 
動画サイズ ：640×480 → 1024×768（★） 
FPS  ：5（変更不要） 
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帯域  ：450（変更不要） 
マイク関係の設定：任意のマイク（変更不要） 

③ 【 配信開始 】をクリック 

7. 講師画面に、ManyCam の映像が表示されるか確認します。 

 

 

ワンポイント 映像を大きく表示させるには？ 

ここまでの操作でデスクトップ映像を流せるようになりましたが、 
以下の「レイアウト１」のように、映像が右上の小さいエリアに表示されます。 
 

レイアウト 1【標準】 レイアウト 3 レイアウト 4 

   

 

「レイアウト３」「レイアウト４」のようにメインの大きいエリアに表示したい場合
は、「A-3. 映像をメインエリアで大きく映す方法」を参照して、開催前に操作を練
習しましょう。 
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A-2-2. 準備と操作（録画配信） 

1. インストール・認証済みの ManyCam を起動します。 

 ManyCam の事前準備がすんでいない場合、「A-1-1. 配信ソフト ManyCam
準備（デスクトップ配信、録画配信）」を参照して実施してください。 

2. メインエリアで右クリックし、 
メニューから「メディア・ファイル」をクリックします。 

 

3. 流したい動画ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

 

 動画ファイルの仕様については、「A-1-3. 録画ファイルの準備（録画配信）」
を参照してください。 
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4. 動画が正常に再生されか、メインエリアで確認してください。 

 

5. 下部の PlayList をクリックします。 

 

6. 下図のように表示が切り替わるので、一時停止ボタンをクリックして、待機します。 
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7. 講師画面で、カメラの設定を行います。 

 

① 講師画面の右上にある歯車マークをクリック 

 カメラ映像を配信中の場合は【 配信停止 】をクリックするとこの画面に
なります。 

② 配信設定を変更します。カメラ配信との違いは、★印の箇所です。 
カメラ ：任意のカメラ → ManyCam Virtual Webcam（★） 
動画サイズ ：640×480 → 1024×768（★） 
FPS  ：5（変更不要） 
帯域  ：450（変更不要） 
マイク関係の設定：任意のマイク → マイク（ManyCam…）（★） 

③ 【 配信開始 】をクリック 

8. 講師画面に、ManyCam の映像が表示されるか確認します。 
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ワンポイント 映像を大きく表示させるには？ 

ここまでの操作でデスクトップ映像を流せるようになりましたが、 
以下の「レイアウト１」のように、映像が右上の小さいエリアに表示されます。 
 

レイアウト 1【標準】 レイアウト 3 レイアウト 4 

   

 

「レイアウト３」「レイアウト４」のようにメインの大きいエリアに表示したい場合
は、「A-3. 映像をメインエリアで大きく映す方法」を参照して、開催前に操作を練
習しましょう。 

 

 映像を大きく表示する必要がない方は、録画配信の準備・操作の説明は終了です。 
映像・音声を配信している状態で待機し、時間になったら、リハーサルを行いまし
ょう！リハーサルを開催するための手順は「2-3. リハーサルの開催」を参照してく
ださい。 

  



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

60 

 

A-3. 映像をメインエリアで大きく映す方法 
デスクトップ配信や録画配信を大きく見せるために、参加者の画面レイアウトを変える
ことができます。 

 

標準の「レイアウト１」は映像が小さく表示されます。 
必要に合わせて、レイアウト 3、またはレイアウト 4 に変更します。 
 

レイアウト 1【標準】 レイアウト 3 レイアウト 4 

   

 

 レイアウト変更をしても講師画面、配信確認画面には切り替えは反映されません。
本番時、参加者画面には切り替えが反映されるので、この段階では操作だけご確認
ください。 

 レイアウト３、４の見た目を確認したいときは、配信確認画面の右上にある、レイ
アウト切り替えボタンをクリックしてください。講師の切り替え操作とは連動しま
せんが、レイアウトを変えて配信を確認できます。 
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「カメラ」「デスクトップ」の切り替えを練習しましょう。 
練習のため、【 配信中（クリックで停止）】で配信を止めてください。 
このような状態から練習します。 

 

1. まずは、カメラで配信してください。 

 

2. カメラ → デスクトップ（または録画） に切り替えてみます。 

① 「切り替えますので、少々お待ちください」とアナウンス 

② 【 配信中（クリックすると停止します）】で配信を止める 

 

③ すぐ右にある【 拡大 】 をクリック（「等倍」になる） 

 

 「拡大」のままにしてしまうと、デスクトップ映像（または録画映像）が
ぼやけて表示される可能性があります。 

 【 等倍 】／【 拡大 】ボタンは、映像を自動拡大縮小するかを表します。 
【 等倍 】となっている場合、指定した入力サイズのまま表示します。 
【 拡大 】となっている場合、ブラウザにあわせて自動拡大縮小します。 

← 通常カメラを選択 

← 640 × 480 
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④ カメラ・マイク設定を変更 

 

⑤ レイアウトで「３」または「４」を選択  

 

⑥ 【 配信開始 】 

 

⑦ デスクトップ配信または録画配信されているか確認 

3. 続けて、デスクトップ→カメラに切り替えてみます。 

① 「講師を映します、少々お待ちください」とアナウンス 

② 【 配信中（クリックで停止）】で配信を止める 

 

③ すぐ右にある【 等倍 】 をクリック（「拡大」になる） 

 

④ カメラ・マイク設定を変更 

 

← ManyCam 選択 

← 1024 × 768 

←「録画配信」の場合は変更 

← 通常カメラを選択 

← 640 × 480 

←「録画配信」の場合は変更 
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⑤ レイアウトで「１」を選択 

 

⑥ 【 配信開始 】 

 

⑦ カメラ映像が配信されているか確認 

4. 上記の切り替えを、何回かお試しください。 

 

ここまでで、デスクトップ配信、録画配信の当日の準備と操作の説明は終了です。 

映像・音声を配信している状態で待機し、時間になったら、リハーサルを行いましょう！ 
リハーサルを開催するための手順は「2-3. リハーサルの開催」を参照してください。 



LOGOSWARE GigaCast Cloud 簡単チュートリアル 

64 

 

お問い合わせ 
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お問い合わせ窓口 
製品に関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

製品名 ：POWERLIVE GigaCast Cloud プリペイド制 

URL ：http://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/ 

E-mail ：support@logosware.com 

TEL ：03-5818-8011 

FAX ：03-5818-8012 

受付時間 ：10:00～18:00 （土日、祝祭日は除く） 
 

ロゴスウェア株式会社 http://www.logosware.com 

【東京オフィス】〒110-0016 東京都台東区台東 4-13-21 TOWA SKY BLDG 3F 

更新履歴 

版数 更新日／変更内容 

第 7 版 2018 年 3 月 16 日 
 手順更新 

第 8 版 2018 年 6 月 12 日 
 手順更新 
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