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本書では（   ）のように略名で説明します。 

 LOGOSWARE GigaCast （GigaCast） 
ライブセミナー配信システム 

 LOGOSWARE GigaCast エンコーダー（GigaCast エンコーダー） 
映像配信用ソフト 
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1. マニュアルについて 
1-1. 付属マニュアルの構成 

ライブセミナーシステム LOGOSWARE GigaCast は、以下の内容で構成されています。 

 【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 ＜本書＞ 
基本的な使い方を学んでいただくための構成になっています。 

 【インストール・設定マニュアル】GigaCast エンコーダー 
高品質な映像配信など行う際の解説資料です。 

 GigaCast エンコーダー2.0 
https://doclib.logosware.com/#/content/882 

 GigaCast エンコーダー1.0（旧バージョン） 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/ 

1-2. 制約事項 

以下を参照してください。 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/functionlist/#spec2 

1-3. その他の情報 

 トラブルシューティングサイト 
トラブル情報やよくあるご質問をまとめています。 
https://lwsupport.zendesk.com/hc/ja 

 【トラブル対応マニュアル】GigaCast 従量課金制 
セミナー開催時のトラブル対応方法を纏めた資料です。 
https://doclib.logosware.com/#/content/811 

 お客さまサポートサイト 
ロゴスウェア製品ご契約の皆様のためのポータルサイトです。 
http://learning.logosware.com/ 

https://doclib.logosware.com/#/content/882
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/functionlist/#spec2
https://lwsupport.zendesk.com/hc/ja
https://doclib.logosware.com/#/content/811
http://learning.logosware.com/
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2.  推奨動作環境 
2-1. 推奨動作環境 

以下を参照してください。 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/ 

 

一般的な制限事項については、以下を参照してください。 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/functionlist/#spec2 

 

2-2. 機材の準備 

GigaCast の配信には、マイク、カメラが必要です。 
ロゴスウェア公式サイトで、配信機材の例をご紹介しておりますので参照してください。 

(1) 配信用機材（パソコン、カメラ、マイク、有線ネットワーク） 

 配信パソコンの推奨環境 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/ 

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

(2) 閲覧者用機材（端末、有線・無線ネットワーク） 

 端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）の推奨環境 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/ 

 無線ネットワークが不安定な場合、スムーズに閲覧できないことがあります。その
場合、他のネットワークをご利用ください。 

 スマートフォン、タブレットで使うモバイルアプリは、以下から入手できます。 
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/application/ 

https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/functionlist/#spec2
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/support/equipment/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/requirements/
https://powerlive.logosware.com/powerlive-gigacast/application/
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3. 全体の流れ  

新規セミナーの登録 

資料の登録 

カメラのセッティング 

セミナーの開始 

セミナーに使用する資料を登録します。 

カメラをセッティングし、講師の画像が映る様
にします。 

セミナーを開始します。 

セミナーの終了 

管理画面から、新規セミナーを登録します。 
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セミナー配信の前に  
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4. 管理者の設定 
4-1. グループの設定 

4-1-1. グループとは？ 

LOGOSWARE GigaCast を利用するには、グループが必要です。 
セミナー、画像、講師、管理者など、すべてグループごとに管理されています。 
所属するグループと違うグループの情報にアクセスすることはできません。 

 スーパー管理グループの管理者はすべてのグループの情報にアクセス、変更ができ
ます。 

4-1-2. グループを新規追加する 

グループを新規に作成します。グループの作成はスーパー管理グループに属する管理者
のみが行えます。 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ グループ ］タブを開きます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。［ グループの新規作成 ］ウィンドウが
開きます。 
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3. 【 グループ名 】【 フリガナ 】を入力します。 
他、必要に応じて各項目をカスタマイズします。 

4. 【 グループを作成 】ボタンをクリックします。グループが新規に追加されます。 

 

 グループ設定の［ ライブ用 CDN ］および［ オンデマンド用 CDN ］は納品時に、
最適化してあります。変更をご希望の際は、販売会社までご連絡ください。 

 

ワンポイント：画面レイアウト、録画の初期設定 

［ グループ ］で設定が可能な初期設定項目として、「参加者画面のレイアウト変更」、
「デフォルトレイアウト」、「セミナー録画」があります。 

 レイアウト変更 
初期設定は【 許可する 】に設定されています。セミナー中、参加者が任意で
レイアウトを切り替えることができます。 
【 許可しない 】を選択すると、参加者はレイアウトの切り替えをできなくな
ります。 

 デフォルトレイアウト 
参加者がセミナールームにログインした際の初期レイアウトを設定します。 
レイアウトの詳細は「6-3-2.レイアウトの種類」を参照してください。 

 セミナー録画 
初期設定は【 許可する 】に設定されています。セミナーを録画します。 
【 許可しない 】を選択すると、セミナーは録画されません。 
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4-1-3. Google Analytics トラッキング ID を設定する 

アクセス状況を把握する為に、参加者画面に Google Analytics のトラッキング ID を設
定する事ができます。（講師画面、管理画面のアクセス解析はできません） 
 

トラッキング ID の入手は Google Analytics のサイトから行ってください。 
トラッキング ID を設定すると、グループに属するセミナーのアクセス解析データを取
得する事ができます。 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ グループ ］タブを開きます。 
一覧表示されたグループから変更したいグループを選択し、ダブルクリックします。
［ グループ情報の編集 ］ウィンドウが開きます。 

 

2. Google AnalyticsトラッキングID設定エリア内にトラッキングIDを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/intl/ja/analytics/index.html
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ワンポイント 

アクセス解析ができるのは参加者画面のみです。 
GoogleAnalytics でトラッキング ID を入手する際には、参加者画面の URL を登録し
てください。 
参加者画面の URL は【 管理者機能 】＞【 CDN 】よりグループ設定で選択したラ
イブ用 CDN のファイル【liveFtp】の［ CDN 情報の編集 ］ウィンドウから配信 URL
を取得してください。 
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4-1-4. ロゴを設定する 

任意の画像をロゴとして設定します。ロゴとして使用する画像は【 画像リストの編集 】
ボタンをクリックすることで登録できます。ロゴの登録は、グループの新規追加時には
できません。 
一度グループを作成した後、グループ情報の変更で行ってください。 
画像のアップロードの詳細は「4-3-3.画像を登録する」をご参照ください。 

4-1-4-1. 設定できるロゴの種類 

 ログインロゴ 
参加者画面、講師画面のログイン画面に表示される画像です。 
サイズは 310×88 ピクセルです。 

 講師用ロゴ 
講師画面の右上に表示される画像です。 
サイズは 250×24 ピクセルです。 

 参加者用ロゴ 
参加者画面の左上、管理画面で講座概要確認時に表示される画像です。 
サイズは 232×57 ピクセルです。 

4-1-4-2. ロゴを設定する 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ グループ ］タブを開きます。 

2. 一覧表示されたグループから変更したいグループを選択し、ダブルクリックします。
［ グループ情報の編集 ］ウィンドウが開きます。 
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3. ロゴ設定エリアから任意のロゴの画像を選択します。 

 

4. 【 グループ情報を更新 】ボタンをクリックします。 

ワンポイント：画像ファイル 

画像を設定する為には、あらかじめ画像を LOGOSWARE GigaCast 内にアップロー
ドしておく必要があります。画像の登録は「4-3-3.画像を登録する」をご参照くださ
い。 

 

4-1-5. グループ情報を変更する 

設定したグループ情報を変更できます。 
またロゴの設定は、グループの新規追加時ではなくグループ情報の変更時に行います。 

1. 管理画面を開き、＞［ 管理者機能  ］タブ ＞ ［ グループ ］タブを開きます。 

2. 一覧表示されたグループから変更したいグループを選択し、ダブルクリックします。 

 

3. ［ グループ情報の編集 ］ウィンドウを開きます。 

4. 任意の項目を変更した後、【 グループ情報を更新 】ボタンをクリックします。  
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4-2. 管理者の登録 

LOGOSWARE GigaCast で、セミナーの作成、講師の追加、資料の登録を行うには、
管理者である必要があります。 

管理者には 2 種類あります。 

 グループ管理者：グループ内の情報のみを管理する 

 スーパー管理者：LOGOSWARE GigaCast 内すべてのグループの情報を管理する 

「管理者の新規追加」「禁止ワードの設定」「グループの新規追加」ができるのは、ス
ーパー管理者のみです。 

4-2-1.「管理者」と「講師」の違い 

管理者はセミナー開催に必要な情報を新規に追加、修正、削除ができます。 
講師は講師画面にログインし、セミナーを行うことができます。 

管理者は講師画面にログインし、セミナーを行うことはできません。管理者本人が講師
としてセミナーを行う場合、別途講師としての登録が必要になります。 

講師は管理画面にログインすることはできません。講師が管理画面にアクセスするには、
別途管理者としての登録が必要になります。 

4-2-2.管理者を登録する 

1. 管理画面を開き ＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ 管理者 ］タブを開きます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。 

3. ［ 管理者情報の編集 ］ウィンドウが開きます。【 グループ 】を選択します。 

4. 【 グループ 】以外の情報を入力します。 
【 氏名 】【 ログイン ID 】【パスワード】【 パスワード確認 】は必須項目です。 

5. 【 管理者を新規作成 】ボタンをクリックします。管理者が作成されます。 
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ワンポイント：スーパー管理グループ 

スーパー管理グループを選択すると、LOGOSWARE GigaCast システム内のすべ
てのグループで管理者としてセミナーの作成、編集を行うことが可能です。それ以
外のグループを選択すると、選択したグループ内でのみセミナーの作成、編集を行
うことが可能です。 

4-2-3.管理者を編集する 

すでに登録済の管理者の情報を編集します。 

1. 管理画面を開き、＞［ 管理者機能 ］タブ ＞［ 管理者 ］タブを開きます。登録済
の管理者が一覧表示されます。 

2. 変更したい管理者を一覧から選択し、ダブルクリックします。 

 

3. ［ 管理者情報の編集 ］ウィンドウが開きます。任意の情報を修正します。 

4. ［ 管理者情報を更新 ］ボタンをクリックします。 

4-2-4.管理者を削除する 

登録済の管理者を削除します。 

1. ［ 管理者情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 削除 】ボタンをクリックします。 

2. 【 管理者削除の確認 】ウィンドウが開きます。【 管理者の削除 】ボタンをクリ
ックします。管理者が削除されます。 
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4-3. 画像の登録 

画像をパソコンから LOGOSWARE GigaCast 内にアップロードし、ロゴやバナーの画
像として使用することができます。 

4-3-1. 画像の種類 

LOGOSWARE GigaCast 内で使用できる画像は、以下の４種類です。 

 画像の種類は、画像アップロード時に選択する必要があります。 
アップロード後に、画像の種類を変更することはできません。 

 ロゴ： 
企業ロゴ、商品ロゴ等を貼りつけることができます。貼りつけが可能な場所は講師
画面、参加者画面、ログイン画面の３箇所です。 

 ＜講師画面＞ 

 ＜参加者画面＞ 
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＜ログイン：講師＞          ＜ログイン：参加者＞ 

 バナー： 
参加者画面に表示されるバナーとして使用する画像です。バナーには指定した時間
で切り替わる切替バナー(資料左下)、固定バナー(資料右下)の２種類があります。 
バナーには URL や、切替間隔（切替バナーのみ）を設定することができます。 

 

 開始前画像／終了後画像： 
セミナーの開始前、終了後に表示される待ち受け画像です。 

  
＜参加者画面 開始前＞        ＜参加者画面 終了後＞ 

4-3-2.登録可能な画像のサイズ／ファイル形式 
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LOGOSWARE GigaCast に登録が可能なファイル形式は、JPG、PNG の 2 種類です。 
各画像の推奨サイズは以下の通りです。 

 バナー 

固定バナー  200×60 ピクセル 

切替バナー 515×60 ピクセル 
 上記サイズより大きな画像を使用した場合、画像が切れて表示されます。 

 ロゴ 

参加者画面  232×57 ピクセル 

講師画面 250×24 ピクセル 

ログイン画面 310×88 ピクセル 
 開始前画像／終了後画像 

開始前画像  300×300 ピクセル 

終了後画像 300×300 ピクセル 
 

4-3-3. 画像を登録する 

画像の登録は［ 画像リストの編集 ］ウィンドウから行うことができます。 

［ 画像リストの編集 ］ウィンドウは、セミナー登録画面、グループ追加画面など、複
数の画面からアクセスすることができます。 
ここでは ［ セミナー登録画面 ］タブから画像を登録する方法を解説します。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 
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2. 一覧表示されたセミナーの中から、画像を登録したいセミナーを選択します。管理
画面右側にセミナー概要が表示されます。 

 

3. 【 詳細/編集 】ボタンをクリックします。 

4. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウが開きます。 

5. 【 画像リストの編集 】ボタンをクリックします。 

 

6. ［ 画像リストの編集 ］ウィンドウが開きます。 
【 新規追加 】ボタンをクリックし、アップロードしたい画像を選択し、【 開く 】
ボタンをクリックします。 

7. 画像を登録する【 グループ 】を選択します。 

  

 スーパー管理グループ以外の管理者には【 グループ 】を選択することはできませ
ん。その場合設定の必要はありません。  
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ロゴとして登録する 

1. ［ 画像の種類 ］から【 ロゴ 】を選択します。 

2. 【 追加 】ボタンをクリックします。 

バナーとして登録する 

1. ［ 画像の種類 ］から【 バナー 】を選択します。 

2. 【 リンク先 URL 】がアクティブになります。 
バナーから遷移する URL を入力します。 

 

3. 【 追加 】ボタンをクリックします。 

開始前画像／終了後画像として登録する 

1. ［ 画像の種類 ］から【 開始前画像 】（【 終了後画像 】）を選択します。 

2. 【 追加 】ボタンをクリックします。 

4-3-4.画像を削除する 

画像の削除は［ 画像リストの編集 ］ウィンドウから行うことができます。 
［ 画像リストの編集 ］ウィンドウは、セミナー登録画面、グループ追加画面など、複
数の画面からアクセスすることができます。 
ここでは ［ セミナー登録画面 ］タブから画像を削除する方法を解説します。 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ グループ ］タブを開きます。 
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2. グループが一覧表示されます。画像を削除したいグループを一覧から選択し、ダブ
ルクリックします。 

 

3. ［ グループ情報の編集 ］ウィンドウから【 画像リストの編集 】ボタンをクリッ
クします。 

 

4. ［ 画像リストの編集 ］ウィンドウが開きます。削除したい画像を選択します。 

5. ［ 画像リストの編集 ］ウィンドウの左上【 削除 】ボタンをクリックします。 

 

4-4. 講師の登録 

講師画面にログインし、セミナーを行うには、講師登録をする必要があります。 

4-4-1.「管理者」と「講師」の違い 

管理者は、セミナー開催に必要な情報を新規に追加、修正、削除ができます。 
講師は講師画面にログインし、セミナーを行うことができます。 
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管理者は講師画面にログインし、セミナーを行うことはできません。管理者本人が講師
としてセミナーを行う場合、別途講師としての登録が必要になります。 

講師は管理画面にログインすることはできません。講師が管理画面にアクセスするには、
別途管理者としての登録が必要になります。 

4-4-2.講師を登録する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー共通設定 ］タブ ＞ ［ 講師 ］タブが開きます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。 

3. ［ 講師情報の編集 ］ウィンドウが開きます。【 グループ 】を選択します。 
【グループ 】以外の情報を入力します。 
【 氏名 】【 ニックネーム 】【 ログイン ID 】【 パスワード 】【 パスワード
確認 】は必須項目です。 

4. 【 講師を新規作成 】ボタンをクリックします。講師が作成されます。 

ワンポイント：スーパー管理グループ 

スーパー管理グループを選択すると、LOGOSWARE GigaCast システム内のすべて
のグループで講師としてセミナーを行うことが可能です。 
それ以外のグループを選択すると、選択したグループ内でセミナーを開催することが
できます。 

4-4-3.講師の情報を編集する 

すでに登録済の管理者の情報を編集します。 

1. ［ 講師 ］タブを開き、変更したい講師を一覧から選択し、ダブルクリックします。 
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2. ［ 講師情報の編集 ］ウィンドウが開きます。 

3. 任意の情報を修正した後、【 講師情報を更新 】ボタンをクリックします。 

4-4-4.登録した講師を削除する 

1. ［ 講師 ］タブを開き、変更したい講師を一覧から選択し、ダブルクリックします。 

 

2. ［ 講師情報の編集 ］ウィンドウが開きますので、【 削除 】ボタンをクリックし
ます。 

3. 【 講師削除の確認 】ウィンドウが開きます。【 削除 】ボタンをクリックします。
講師が削除されます。  
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4-5. 禁止ワード 

オンラインライブセミナーでは、講師と参加者とのコミュニケーションツールとしてチ
ャットを使用します。 

差別的な語句や、卑猥な表現を事前に禁止ワードとして登録しておくことで、チャット
に不適切な語句が表示されるのを防ぐことができます。 

 部分一致で禁止ワードかを判定しています。 

禁止ワードの編集は、スーパー管理者のみ可能です。グループ別に設定することはでき
ません。 

4-5-1.【新規追加】禁止ワードの表示ルール 

GigaCast ver1.7.12 より、以下の表示ルールへと変更しました。 

 入力した参加自身の画面では、禁止ワードをそのまま表示します 

 同じセミナーに参加中の他の参加者には、禁止ワードは表示しません 

 講師画面ではアスタリスク表示になります 

例）「こんにちは」という文言が禁止ワードに設定されている場合 

 
 

4-5-2. 禁止ワードを登録する 

禁止ワードを登録する方法は２種類あります。 
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1. 語句を個別に入力する方法 

2. CSV ファイルで禁止ワードを一括登録する方法 

禁止ワードを個別に登録する 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ 禁止ワード ］タブの【 新規追加 】
ボタンをクリックします。 

2. ［ 禁止ワードの追加 ］ウィンドウが開きます。禁止ワードを入力します。 

3. 【 禁止ワードを新規作成 】ボタンをクリックします。 

CSV ファイルで禁止ワードを一括登録 

CSV ファイルの編集は、Microsoft Excel、メモ帳などで行います。 

1. Excel で新規ファイルを開きます。 

 LOGOSWARE GigaCast に登録済の禁止ワードを【 CSV をダウンロード 】
ボタンからダウンロードした CSV ファイルを使用することで、スムーズに禁
止ワードを設定できます。 

2. 下記イメージを参考に縦一列に禁止ワードを記入していきます。 

 

3. 【 名前をつけて保存 】を選択します。ウィンドウが開きますので、【 ファイル
の種類 】から CSV ファイルを選択、保存します。 

 

4. LOGOSWARE GigaCast の管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ 禁止ワ
ード ］タブの順にクリックします。 
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5. 【 CSV アップロード 】ボタンをクリックします。 

6. 3 で保存した CSV ファイルを選択し、【 開く 】ボタンをクリックします。禁止
ワードが一括登録されます。 

4-5-2. 禁止ワードを更新する 

すでに登録された禁止ワードを編集します。 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ 禁止ワード ］タブをクリックしま
す。 

2. 一覧表示された禁止ワードから、更新したい語句を選択し、ダブルクリックします。
［ 禁止ワードの編集 ］ウィンドウが開きます。禁止ワードを編集します。 

3. 【 禁止ワードを更新 】ボタンをクリックします。 

 

4-5-3. 禁止ワードをダウンロードする 

登録された禁止ワードを CSV ファイルにしてダウンロードします。 
ダウンロードした CSV ファイルを編集することで、禁止ワードの追加、削除をスムー
ズに行うことができます。 

1. 管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］タブ ＞ ［ 禁止ワード ］タブをクリックしま
す。 

2. 【 CSV ダウンロード 】ボタンをクリックします。ウィンドウが開きます。 

3. お使いのパソコンの任意の場所を選択し【 保存 】ボタンをクリックします。 
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5. セミナーの準備 
5-1. セミナーを新規作成する 

5-1-1. セミナーを新規作成する 

LOGOSWARE GigaCast でオンラインライブセミナーを開催するには、あらかじめ管
理画面でセミナーを作成しておく必要があります。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。【 セミナーの新規作成 】
ボタンをクリックします。［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウが開きます。 

 

2. 必要な情報を入力します。 
【 タイトル 】【 開始前画像 】【 終了後画像 】の入力、選択は必須です。 
【 概要 】を入力すると、開始前画面、終了後画面に「何について」のセミナーな
のかが表示されます。 

 上図赤枠で示されている【 グループ 】【 参加者 URL 】【 パスワード認証 】
【 グループ分け 】【 セミナーの録画 】の設定は後から変更できません。 

 次項では、各項目で設定できる事柄を解説します。 
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3. 【 セミナーを新規作成 】ボタンをクリックします。 
 

ワンポイント 「再起動」ボタンについて 

画面左下に「再起動」ボタンがあります。 
このボタンをクリックすると、当該セミナーのみが再起動されます。 

 

使い方の詳細は「付 E. トラブル発生時の対応について」を参照してください。 

GigaCast にはその他に、映像を再配信する機能や、サーバー全体を再起動する機能
があり、使い分けや、試す順番について解説しています。 

 

5-1-2. セミナー参加者ごとに、個別の URL を発行する 

セミナーの参加者一人一人に個別の URL を発行できます。参加者ごとに URL が発行さ
れる為、参加者のセミナーの出欠データを収集することができます。 
また、特定の参加者しか閲覧できないセミナーを配信する場合にも、個別の URL の発
行が必要になります。 

 この項目はセミナーの新規作成時にのみ設定することができます。 
後から変更することはできません。 

 一度登録した参加者総数は減らすことができません。セミナーの規模に応じて段階
的に増やしていくことを推奨します。 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ 参加者 URL ］を【 複数 】に設
定します。 

2. ［ 参加者総数 ］のプルダウンがアクティブになります。必要に応じて参加者の人
数を増減させてください。 
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5-1-3. セミナーを受講する際に設定したパスワード入力させる 

参加者がセミナーに参加する際に、ログイン ID とパスワードの入力が必須になるよう
設定します（パスワード認証）。参加者を限定してセミナーを配信する場合に、必要に
なります。 

 パスワード認証を設定するには、［ 参加者 URL ］が【 複数 】に設定されている
必要があります。 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ パスワード認証 ］を【 する 】
に設定します。 

5-1-4. 参加者をグループ分けする（大規模セミナー向け機能） 

参加人数が多く、チャットや質問が非常に盛況なセミナーでは、以下のような問題が起
きやすいです。 

 チャットが書き込まれる量が多すぎて、参加者が見きれない 

 運営側で、チャットや質問のフォローが間に合わない 

LOGOSWARE GigaCast の ver1.7.10 より搭載された本機能でこれらの問題を軽減で
きます。 

 この項目はセミナーの開催 120 分前まで設定変更が可能です。開催 120 分前を過
ぎると変更出来ません。 

 最大 40 までグループ作成が可能です。 

 録画に表示されるチャットは録画編集/出力画面より対象グループを指定すること
が可能です。 

グループ分け機能の仕組み 
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通常のグループ分けしないセミナーでは、全参加者がひとつのセミナールームに参加し
てチャットを共有します。一方、グループ分け機能を使うと、セミナールームを複数作
り、参加者を自動で振り分けて視聴させます。参加者の画面には、自分が参加している
グループのチャットだけが表示されるため、チャットの流れがゆるやかになり参加しや
すいセミナーとなります（講師の映像は、全参加者で同じです）。 

また、講師画面で質問対応を行う際、グループを指定してそのルームの質問だけを表示
できます。たとえば、 

 「グループ 1」はサブ講師 A さんが担当 

 「グループ 2」はサブ講師 B さんが担当 ・・・ 

のように、チャットフォローや質問対応を分担することで、より確実で、効率的なフォ
ローが可能となります（講師画面の詳細は、「6-6. チャット・質問・お知らせ を活用
する」「6-8 . 参加者を確認する」を参照してください）。 

機能を使うには［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ グループ分け ］プル
ダウンから分割するグループ数を選択します。 

 

5-1-5. 参加者画面にセミナーの参加者数を表示しない 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ 参加者数表示 ］を【 しない 】
に設定します。 

2. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウからも設定することができます。設定したい
セミナーを一覧から選択し、セミナー概要が表示されます。【 詳細／編集 】ボタ
ンをクリックします。 

5-1-6. 参加者が画面レイアウトを変更できないように設定する 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ レイアウト変更 ］を【 許可しな
い 】に設定します。参加者が画面レイアウトを変更できないように設定されます。 
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2. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウからも設定することができます。設定したい
セミナーを一覧から選択し、セミナー概要が表示されます。【 詳細／編集 】ボタ
ンをクリックします。 

3. 【 許可する 】を設定すると、参加者が任意に画面レイアウトを変更できます。 

4. ［ デフォルトレイアウト ］の初期値は、［ 管理者機能＞グループ ］で設定した
値になります。レイアウトの種類に関しては「5-1-6 . 参加者が画面レイアウトを
変更できないように設定する」をご参照ください。 

5-1-7.参加者画面ログイン時の初期レイアウトを設定する 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ デフォルトレイアウト ］の番号
を任意に設定します。 

 ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウからも設定ができます。 

 

各番号が提供するレイアウトは以下の通りです。 

1 大：資料 小：講師映像（もしくはデスクトップキャプチャ） 
資料がメインとなり、参加者画面右上に講師映像が小さく表示。 
※映像を配信しない場合、資料＋チャットのレイアウトになります。 

2 大：資料 
資料のみ全面表示します。チャット／質問機能が画面に表示されなくなりま
すので、参加者とのコミュニケーションを頻繁に取るタイプのセミナーには
不向きです。 

3 大：講師映像（もしくはデスクトップキャプチャ） 
講師映像のみ全面表示します。チャット／質問機能が画面に表示されなくな
りますので、参加者とのコミュニケーションを頻繁に取るタイプのセミナー
には不向きです。 

4 大：講師映像（もしくはデスクトップキャプチャ） 小：資料 
講師映像がメインとなり、参加者画面右上に資料が小さく表示。 
対談時や、デスクトップキャプチャなど、講師映像を大きく映したい時に便
利なレイアウトです。 
※資料を登録しない場合、映像＋チャットのレイアウトになります。 
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 レイアウトの詳細は「6-3-2.レイアウトの種類」を参照してください。 

 ［ デフォルトレイアウト ］の初期値は、［管理者機能＞グループ ］で設定した値
になります。 

5-1-8. ビデオ表示モードを変更する 

セミナー実施前に配信対象に合わせたビデオ表示モードを 2 種類から選択可能です。 

 【中央を拡大】 
単一の対象物(1 人での Web 講演会等)を配信する場合に使用します。中央に映る対
象物を最適な大きさで配信する様、映像サイズを自動調整します。 

 【枠に収める】 
各レイアウトの映像表示範囲に合わせて、出力する映像の比率を保持したまま端が
切れないようにサイズを調整して表示する方法です。横に並んで複数名が映る場合
に使用して下さい。 

5-1-9. 待ち受け画面の BGM を設定する 

セミナーを開催前、終了後に表示される待ち受け画面に BGM を設定することができま
す。  

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ 開始前 BGM ］を任意に設定し
ます。 

2. ［ 終了後 BGM ］を任意に設定します。 

5-1-10. セミナー開始前、終了後の待ち受け画像を設定する 

セミナーを開催前やセミナー終了後には、待ち受け画面が表示されます。 
待ち受け画面を設定するには、あらかじめ開始前画像（終了後画像）として画像を登録
しておく必要があります。 

1. この項目はセミナーの新規作成時の必須項目です。後から画像を変更することは可
能です。 
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2. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、【 開始前 】のプルダウンから登録
されている画像を選択します。 
プルダウンの下に選択した画像のサムネイルが表示されます。 

3. つづいて【 終了後 】のプルダウンから登録されている画像を選択します。 
プルダウンの下に選択した画像のサムネイルが表示されます。 

 

ワンポイント：画像ファイル 

画像を設定する為には、画像を LOGOSWARE GigaCast 内にアップロードしておく
必要があります。画像の登録は「4-3-3. 画像を登録する」をご参照ください。 

5-1-11. セミナーを録画する 

セミナーを録画し、バックナンバーとして使用することができます。 

 この項目はセミナーの新規作成時にのみ設定することができます。 
後から変更することはできません。 

 セミナーに属するグループの設定でセミナーの録画を許可していない場合は、セミ
ナーの録画はできません。グループの設定は「4-1-2.グループを新規追加する」を
ご参照ください。 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ セミナーの録画 ］から【 する 】
を選択します。 
セミナーの開催と共に録画が開始されます。 

2. セミナーが「終了」や「一時停止中」のデータは録画されません。 

3. 録画ファイルを閲覧可能な状態にするには別途作業が必要です。 
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4. 【 しない 】を選択すると、録画されません。 

5. ［ セミナーの録画 ］の初期値は、［ グループ ］で設定した値になります。 

5-1-12. バナーを設定する 

参加者画面にバナーを表示することができます。表示できるバナーは 2 種類あります。 

 固定バナー：セミナー中終始表示されます。 

 切替バナー：あらかじめ設定した時間でバナーが切り替わります。 

 バナーを設定するには、バナーとして画像を登録しておく必要があります。 

 バナーを登録しなかった場合は、資料がバナー領域まで表示されます。 

固定バナーを設定する 

［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ 固定バナー ］プルダウンから登録さ
れている画像を選択します。 

固定バナーを削除する 

［ 固定バナー ］のプルダウンから【 なし 】を選択します。 

切り替えバナーを設定する 

1. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウを開き、［ 切替バナー ］プルダウンから登
録されている画像を選択します。選択したバナーがプルダウンの下に一覧表示され
ます。 

2. 切り替えるバナー画像をすべて登録するまで［ 切替バナー ］プルダウンから、画
像を選択します。 

3. 【 切り替え間隔 】のプルダウンから切り替え間隔を設定することで、バナーの表
示時間を設定できます。5 分～240 分まで設定できます。 

切り替えバナーを削除する 
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1. 削除したい切替バナーを、一覧の中から選択します。 

2. 【 削除 】ボタンがアクティブになりますので、クリックします。 

切り替えバナーの順序を入れ替える。 

1. 切替バナーをドラッグし、入れ替えたいバナーの上、もしくは下に移動します。 

2. ドロップすると、バナーの順序が入れ替わります。 

ワンポイント：画像ファイル 

画像を設定する為には、画像を LOGOSWARE GigaCast 内にアップロードしておく
必要があります。画像の登録は「4-3-3.画像を登録する」をご参照ください。 
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5-2. セミナー情報を編集する 

登録済のセミナーを編集し、情報の修正、資料やアンケートの登録を行います。 
セミナー情報の編集は［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウから行います。 

5-2-1. セミナー情報を編集 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。作成したセミナーが一覧表
示されます。 

 編集したいセミナーを一覧から選択します。管理画面右側にセミナー概要が表示さ
れます。 

 

2. セミナー概要から【 詳細／編集 】ボタンをクリックします。［ セミナー情報の
編集 ］ウィンドウが開きます。 

5-2-2. 資料を登録する 

セミナーに使用する資料をアップロードします。 
アップロードされたファイルは、LOGOSWARE GigaCast 内のセミナーで使用する資
料に変換されます。 

資料のアップロードは管理画面、または講師画面のどちらかで登録が可能です。 

 講師画面での資料の登録は「6-12-1.資料を新規追加する」をご参照ください。 
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セミナーに使用する資料を登録する 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 資料 】タブをクリックします。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックし、ウィンドウを開きます。 
アップロードする資料を選択し、【 開く 】ボタンをクリックします。 

 

3. ［ 資料の設定 ］ウィンドウが開きますので、［ 閲覧用に変換 ］が【 する 】に
なっているのを確認し、【 アップロード開始 】ボタンをクリックします。 

 

4. アップロードされた資料は、GigaCast 内のセミナーで使用できるように変換しま
す。変換作業には数分かかります。 

アップロード時の設定 
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資料をアップロードした際の設定は以下の通りです。 

 資料の設定：閲覧用に変換 

【 する 】に設定  資料をセミナー中の説明で利用できます。 

【 しない 】に設定  ダウンロード専用になります。 

 

 参加者画面設定：ダウンロード 

【 許可 】に設定  参加者が資料をダウンロードすることができます。 

 
【 不許可 】に設定  参加者が資料をダウンロードすることができません。 

 

 参加者画面設定：操作リンクの解除 

【 許可 】に設定  【 同期解除 】ボタンが、参加者画面に表示されます。
クリックすると、参加者は資料を講師の操作に関係な
く、操作することができます。 

 

【 不許可 】に設定  参加者が資料を操作することができません。 
 

 参加者画面設定：印刷ボタンの表示 

【 する 】に設定   【 印刷 】ボタンが参加者画面に表示されます。
クリックすると、参加者は資料の表示されたペー
ジの印刷ができます。 

 【 保存 】ボタンをクリックすると、参加者は資
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料の表示されたページを画像として保存、ダウン
ロードすることができます。 

 
【しない 】に設定  印刷ボタンが画面に表示されません。 

 

 操作リンクの解除、印刷ボタン、保存ボタンの表示は講師画面の【 参加者の操作
を許可 】にチェックを入れるまでは適用されません。 

 

登録できるファイルの種類 

セミナーの資料として登録できるファイルは doc、docx、ppt、pptx、pdf となります。 

 パスワード付きの資料はダウンロード用としては登録出来ますが、セミナー時の資
料としては使用出来ません。（変換に失敗します） 

ファイルの変換状況を確認する 

アップロードした資料の変換には、数分時間がかかります。 

変換状況は「待機中」「変換中」「利用可」の３つの正常なステータスの他に、資料の
アップロードに失敗した際に表示される「失敗」のステータスがあります。 

ステータスは自動で切り替わりません。ステータス表示を最新の状態にするには【 更
新 】ボタンをクリックします。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウの［ 資料 ］タブを開きます。すでにセミナ
ー資料が登録されている場合、セミナー資料が一覧表示されています。 
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2. 【 更新 】ボタンをクリックします。一覧の［ 変換 ］ステータスが変わります。 

 

変換されたファイルを閲覧する 

変換時に、文字化けや画像抜けが発生していないかを確認する際に使用します。 
閲覧はセミナー資料の変換が終了し、ステータスが利用可になっている場合のみ可能で
す。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウの［ 資料 ］タブを開きます。すでにセミナ
ー資料が登録されている場合、セミナー資料が一覧表示されています。 

2. 閲覧したいセミナー資料を選択し、ダブルクリックします。 

3. ［ ドキュメント詳細 ］ウィンドウが表示されます。【 変換ファイルの閲覧 】ボ
タンをクリックします。別ウィンドウで変換済のセミナー資料が表示されます。 

 

変換前のファイルをダウンロードする 

変換に使用した元のファイルを、ダウンロードします。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウの［ 資料 ］タブを開きます。セミナー資料
が一覧表示されています。 
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2. ダウンロードするセミナー資料を選択し、ダブルクリックします。 

3. ［ ドキュメント詳細 ］ウィンドウが表示されます。【 原本のダウンロード 】ボ
タンをクリックします。 

 

4. ウィンドウが開きます。任意の場所を選択し【 保存 】ボタンをクリックします。 

ワンポイント：資料の削除 

管理画面では登録した資料の削除はできません。資料を削除したい時は、講師画面で
行ってください。 
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5-2-3. アンケートを作成する 

LOGOSWARE GigaCast では、セミナー中にアンケートを行うことができます。 
アンケートは事前に作成しておくことも、セミナー中に講師画面から作成することも可
能です。 

作成したアンケート内容を編集する事はできません。 

セミナー開催後は管理画面からアンケートの登録はできません。セミナー開催後は、講
師画面からアンケートの登録をおこなってください。 

アンケート種別 

回答方法は「択一」「複数選択」「自由筆記」の３種類から選べます。質問の内容に応
じて適切な回答方法を選択してください。 

頻繁に使用する内容をアンケートマスターに登録しておくことで、効率よくアンケート
を作成することができます。 

アンケートを新規に作成する 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 アンケート 】タブをクリックし
ます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。 

3. ［ アンケートの新規作成 ］ウィンドウが開きます。これ以降の手順はアンケート
種別によって変わります。 

 

 択一（ラジオボタン）、複数選択（チェックボックス） 

1. ［ アンケートの新規作成 ］ウィンドウが開いた状態で【 択一（ラジオボタン） 】
タブもしくは【 複数選択（チェックボックス） 】タブをクリックします。 

2. ［ 質問 ］エリアに質問内容を入力します。 
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3. 【 選択肢を追加 】ボタンをクリックします。下部に選択肢がリスト表示され
ます。必要な数だけ選択肢を追加します。 

 

4. 【 アンケートを新規作成 】ボタンを、クリックします。 
 

ワンポイント 

簡易テストとして使用する場合、正しい選択肢の正答にチェックを入れます。 

 
 
簡易テストとして使用するアンケートには、「QＡ」マークが表示されます。 

 
 

 自由筆記 

1. ［ アンケート新規作成 ］ウィンドウが開いた状態で【 自由筆記 】タブをク
リックします。 

2. ［ 質問 ］エリアに質問内容を入力します。 

3. 【 アンケートを新規作成 】ボタンをクリックします。 

4. アンケートを削除する 
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5. ［ セミナー情報 ］ウィンドウを開き、【 アンケート 】タブをクリックしま
す。 

6. アンケートが一覧表示されますので、削除したいアンケートを選択し、ダブル
クリックします。 

7. 【 削除 】ボタンがアクティブになります。クリックします。 

アンケートマスターを作成する 

アンケートをマスター（テンプレート）として作成しておくことができます。 
頻繁に使用するアンケートをマスターにしておくことで、効率よくアンケートを作成す
ることができます。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー共通設定 ］タブ ＞ ［ アンケートマスター ］タブ
を開きます。 

【 新規追加 】ボタンをクリックします。 

2. ［ アンケート情報の編集 ］ウィンドウが開きます。【 グループ 】から、ログイ
ンしているグループを選択します。 

3. 【 種別 】を選択します。 

4. 【 質問 】と【 選択肢 】を入力します。 

5. 【 アンケートを新規作成 】ボタンをクリックします。アンケートマスターが登録
されます。 

 

アンケートマスターを使って作成する 

あらかじめアンケートマスターとして登録した内容を使って、効率的にアンケートを作
成することができます。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 アンケート 】タブをクリックし
ます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。 
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3. 【 マスターから選択 】のプルダウンから、使用するアンケートを選択します。 

4. 【 種別 】【 質問 】【 選択肢 】の欄に、マスターに登録されていた内容が反映
されます。 

5. 内容を修正した後【 アンケートを新規作成 】ボタンをクリックします。 

アンケートマスターを編集する 

1. ［ セミナー共通設定 ］タブ ＞ ［ アンケートマスター ］タブを開きます。 

2. 一覧表示されたアンケートマスターから、編集したいアンケートマスターを選択し、
ダブルクリックします。 

3. ［ アンケート情報の編集 ］ウィンドウが開きますので、内容を編集します。 

4. 【 アンケート情報を更新 】ボタンをクリックします。 

アンケートマスターを削除する 

1. ［ セミナー共通設定 ］タブ ＞ ［ アンケートマスター ］タブを開きます。 

2. 一覧表示されたアンケートマスターから、削除したいアンケートマスターを選択し、
ダブルクリックします。 

3. ［ アンケート情報の編集 ］ウィンドウが開き、【 削除 】ボタンをクリックしま
す。 

5-2-4. チャット・質問の履歴について 

セミナー開催時に、講師と参加者との間で交わされたチャット・質問の閲覧や参加者の
一覧を閲覧、ダウンロードができます。 

履歴を閲覧する 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 履歴 】タブをクリックします。 

2. 初期設定では【 チャット 】タブが表示され、チャットの履歴が表示されます。 

3. 質問の履歴を確認したい場合は【 質問 】タブをクリックします。 
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4. 参加者の履歴を確認したい場合は、【 参加者 】タブをクリックします。 

5-2-5. チャット履歴の削除 

セミナー実施後、投稿されたチャットを削除することが可能です。チャットを削除した
後に録画を書き出しすることで、不要なチャットが表示されない録画ファイルが作成出
来ます。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 履歴 】タブをクリックします。 

2. 【 チャット 】タブで表示されているチャットの履歴から、不要なものをチェック
して【 選択中のチャットを削除 】をクリックします。 
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履歴を CSV ファイルとしてダウンロードする 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 履歴 】タブをクリックします。 

2. 初期設定では【 チャット 】タブが表示され、チャットの履歴が表示されます。 
（質問履歴を CSV ファイルとしてダウンロードしたい場合は、【 質問 】タブを、
参加者履歴を CSV ファイルとしてダウンロードしたい場合は【 参加者 】タブを
クリックします） 

3. 【 CSV ダウンロード 】ボタンをクリックします。チャット履歴が CSV ファイル
としてダウンロードされます。 

5-3. 配信内容を確認する 

セミナーが正しく配信されているかを確認する時には配信確認画面を起動します。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。作成したセミナーが一覧表
示されます。 

2. 配信内容を確認したいセミナーを、一覧から選択します。管理画面右側にセミナー
概要が表示されます。 

 

3. 【 配信確認 】ボタンをクリックします。 
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4. 別ウィンドウで［ 配信確認 ］画面が開きます。 

ワンポイント：参加者画面と配信確認画面の違い 

参加者画面と配信確認画面のレイアウトは全く同じです。 
参加者画面はセミナーのステータスが【 開催中 】の場合のみ、視聴することができ
ます。 
配信確認画面はセミナーのステータスに依存せず視聴することができます。 
 セミナーのステータスを【開催中】にしないと資料は表示されません。 

資料の事前確認は、講師画面で行います。 
 配信確認画面で配信内容を確認するには、講師画面が起動している必要がありま

す。 

5-4. セミナーを検索する 

検索機能を使うことで、より効率的に登録されているセミナーを探すことができます。 

5-4-1. セミナー一覧 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

2. セミナーが一覧表示されます。 
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5-4-2. セミナーを検索する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

2. 検索エリアに検索する語句を入力し、【 検索 】ボタンをクリックします。 

ワンポイント 

検索結果は初期設定では 20 件まで一覧表示されます。より多い件数を一度に一覧表
示するには検索エリア右側にあるプルダウンから、任意の件数を選択してください。 
【 20 件ずつ 】【 50 件ずつ 】【 100 件ずつ 】の 3 種類から選択できます。 

5-4-3. 検索オプションを活用して絞り込み検索する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

2. 画面右下の［ 検索オプション ］に条件を選択し、【 検索 】ボタンをクリックし
ます。 
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グループ  特定のグループのセミナーだけを、絞り込んで検索することができ
ます。 
プルダウンに表示されるグループには、所属しているグループ以外
のグループは表示されません。 
スーパー管理者の場合は、システムに登録されているすべてのグル
ープが表示されます。 

開催期間 セミナーの開催期間を指定して、セミナーを絞り込みます。 
【 全て 】【 未来 】【 過去 】【 日時指定 】の 4 種類から絞り
込みます。 

ステータス セミナーの開催状況で、セミナーを絞り込みます。 
【 全て 】【 準備中 】【 開催中 】【 一時停止 】【 終了 】の 5
種類から絞り込みます。 

検索ボタン 指定した条件で検索を行います。 

5-5. 既存のセミナーを複製し、新しいセミナーを作る 

すでに作成したセミナーのステータスを引き継いで、新規のセミナーを作成できます。 

1. 複製したいセミナーの［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、任意の箇所を
修正します。 

2. 【 セミナーを複製 】ボタンをクリックします。 

3. 複製するセミナータイトルを修正して【セミナーを複製】ボタンをクリックします。 
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4. 資料やアンケートは複製されません。再度登録してください。 

ワンポイント 

セミナーを複製する際、セミナー名を複製前と変更しないと開催時に混乱を引き起こ
す可能性がありますので、タイトルを変更することをおすすすめします。 

5-6. セミナーを削除する 

削除したいセミナーの［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 セミナーを削
除 】ボタンをクリックします。 

 削除したセミナーは復旧出来ませんので、削除する際は入念な確認をお願いします。 

5-7. セミナーを一括削除する 

1. 管理画面 ＞ ［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

2. 画面左下最下部にある【 表示中のセミナーを一括削除 】ボタンをクリックします。
[ セミナーの一括削除 ]ウィンドウが表示されます。 
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3. 【一括削除を実行 】ボタンをクリックします。 
リストに表示されているセミナーが一括削除されます。 

4. 除外のチェックを入れることで、一括削除の対象から除外することができます。 

 

5. 【 公開中の録画ファイルを削除 】のチェックを入れる事で、一括削除の際に、 録
画配信用に転送したデータも削除することができます。 

 

ワンポイント 

［ セミナー一覧 ］ウィンドウで表示されていたセミナーが [ セミナーの一括削除 ]
ウィンドウに表示されます。［ セミナー一覧 ］ウィンドウで特定のワードで検索を
かけ、表示セミナーを絞り込んでいた場合は、絞り込んだセミナーだけが[ セミナー
の一括削除 ]ウィンドウに表示されます。 
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セミナー配信を行う 
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6. セミナー開催 
セミナーの開催は、講師画面から行います。 

6-1. 講師画面を開く 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。作成したセミナーが一覧表
示されます。 

2. 開催したいセミナーを一覧から選択します。管理画面右側にセミナー概要が表示さ
れます。 

 

3. 【 講師画面 】ボタンをクリックします。 

  

4. 別ウィンドウで【 講師画面 】が開きます。 

5. 講師のログイン ID とパスワード、ニックネームを入力し、【 ログイン 】ボタン
をクリックします。 
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6. 講師画面にログインします。 

 

6-2. セミナーの開催状況を変更する 

セミナーの開催状況は【ステータス（ 下記図参照 ） 】ボタンをクリックすることで
切りかわります。 

 →  

【 準備中 】 
セミナーが開始される前の状態です。 
参加者画面には、開始前画像などが表示されています。 

【 開催中 】 
セミナーが開催中の状態です。 
参加者画面には、資料や映像が配信されています。 

【 終了 】 
セミナーを終了した後の状態です。 
参加者画面には、終了後画像などが表示されています。 

【 一時停止 】 

セミナーが一時停止している状態です。 
参加者画面には「セミナーを一時停止しています。しばらくお待ち
ください。」と表示され、配信が一時停止されます（一時停止中で
もチャットや質問機能は利用できます） 
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6-2-1. セミナーを開始する 

1. 開催状況が【 準備中 】状態にあることを確認し、クリックします。 

2. ［ セミナ―制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 セミナーの開始 】ボタン
をクリックします。 

3. 開催状況が【 開催中 】に変わり、セミナーが始まります。 

 

6-2-2. セミナーを終了する 

1. 開催状況が【 開催中 】状態にあることを確認し、クリックします。 

2. ［ セミナ―制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 セミナーの終了 】ボタン
をクリックします。 

3. 開催状況が【 終了 】に変わり、セミナーが終了します。 

6-2-3. セミナーを開始前に戻す 

1. 開催状況が【 終了 】状態にあることを確認し、クリックします。 

2. ［ セミナ―制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 戻す 】ボタンをクリック
します。 

3. 開催状況が【 準備中 】に変わり、初期状態に戻ります。 

6-2-4. セミナーを一時停止する 

セミナーの開催中に、セミナーの配信を一時的に中断することができます。 

1. 開催状況の右側にある【 一時停止 】ボタンをクリックします。 
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2. ［ セミナ―制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 一時停止 】ボタンをクリ
ックします。 

3. 開催状況がグレーアウトに変わります。セミナーが一時停止します。【 一時停止 】
ボタンは【 再開 】ボタンに変わります。 
※配信している映像が参加者画面に配信されなくなります。一時停止中に映像音声
のチェックや気になる点をチェックした上でセミナーを再開してください。 

4. セミナーを再開するには【 再開 】ボタンをクリックします。セミナーが再開しま
す。 

6-3.  レイアウトを切り替える 

セミナー開催中に参加者画面のレイアウトを切り替えることができます。 

6-3-1. レイアウトを切り替える 

1. 講師画面を開いた状態で、［ レイアウト ］から任意の番号をクリックします。 

 

2. ［ レイアウト制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 変更する 】ボタンをク
リックします。 

ワンポイント 

レイアウト変更をしても、講師画面には反映されません。本当に表示が切り替わって
いるか心配な場合は、確認用の参加者を登録し、参加者画面を表示しながらセミナー
を行ってください。その際、確認用参加者のブラウザから音が出ないようにしてくだ
さい（講師のマイクで音を拾うと、音声がループするトラブルとなるため）。 
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6-3-2.レイアウトの種類 

レイアウトは以下の通りです。 

レイアウト １） 
資料タス映像（小）＋チャット 
資料をメインに表示します。 
※映像を配信しない場合、資料＋チャ
ットのレイアウトになります。 

 

レイアウト ２） 
資料最大化 
資料を大きく表示します。 
 
 

 

レイアウト ３） 
映像最大化 
映像を大きく表示します。 
 
 

 

レイアウト ４） 
映像＋資料（小）＋チャット 
講師映像をメインに表示します。 
※資料を登録しない場合、映像＋チャットの
レイアウトになります。 

 

 
［ デフォルトレイアウト ］の初期値は、管理画面の［ グループ ］で設定した値にな
ります。  
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6-4.  動画の配信 

セミナーを開催する前に講師の映像を配信する必要があります。 

映像の配信は、以下のどちらかの方法で行います。 

 ブラウザ配信（【推奨】簡単に配信できる） 

 GigaCast エンコーダーを使った配信（配信品質を選べる） 

本書では、ブラウザ配信の方法について説明します。 

 
GigaCast エンコーダーを使った配信については、以下を参照してください。 
（とくにご事情がない方は GigaCast エンコーダー2.0 をご利用ください。すでにご利
用になっていて引き続き旧バージョンをご利用になる方は 1.0 をご利用ください。） 

 GigaCast エンコーダー2.0 
https://doclib.logosware.com/#/content/882 

 GigaCast エンコーダー1.0（旧バージョン） 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/ 

6-4-1. ブラウザ配信手順 

配信開始 

Web カメラで講師を撮影したもの配信するイメージで説明します。 

 

     

 

カメラから取得した講師の映像 

 

 

https://doclib.logosware.com/#/content/882
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/
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【ご注意ください】 

Google Chrome は使用しないでください。映像音声が正しく配信出来ないことがあり
ます。映像音声を配信する場合は、必ず Internet Explorer または Edge をご利用くだ
さい。 

1. 講師画面の【 歯車 】ボタンをクリックします。 

 

2. カメラやビデオを選択し、配信を開始します。 

 

① 【 ブラウザから配信 】がチェックされている事を確認 

② 使用するカメラを選択 
以下のように配信設定を行ってください。 

■カメラ配信する場合 
動画サイズ  ： 640×480 
FPS   ： 5 
帯域(kbps)  ： 450 

③ 使用するマイクを選択 

④ 【 配信開始 】ボタンをクリック 

⑤ 【閉じる】をクリックして配信設定画面を閉じます。 
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3. 以下の画面が表示される場合は【 許可 】をクリックします。 

 

4. Google Chrome では映像音声が正しく配信出来ないことがある為、必ず映像音声
を配信する場合、Internet Explorer または Edge をご利用ください。 

5. 講師画面に講師映像が表示されることを、確認します。 

 

6. 講師画面では音声は流れません（セミナー進行中に邪魔になるため）。 
配信確認画面で確認してください。 

7. 配信確認画面に映像が表示され、音声が聞こえることを確認します。 

 

動画の配信終了 

配信を終了するには、【 配信中（クリックすると停止します） 】ボタンをクリックし
ます。 

 

 映像配信を終了しても、セミナーは終了しません。 
セミナーの開催状況を【 終了 】にする方法は「6-2. セミナーの開催状況を変更す
る」をご参照ください。  
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6-4-3. 動画の比率を調整する 

ブラウザの表示サイズに応じて動画サイズを拡大縮小するように設定するか、入力サイ
ズのままで表示するかを選択することができます。 

初期設定では【 拡大 】に設定されています。 

動画サイズをウィンドウサイズに合わせて表示する（拡大） 

ウィンドウサイズの大きさに従って動画サイズの比率を変更します。 

1. ［ 動画 ］パネルから【 等倍 】ボタンをクリックします。 

 

2. ［ 動画表示制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 変更する 】ボタンをクリ
ックします。参加者画面の動画エリア全体まで拡大表示されます。 

＜拡大表示時＞ 

 

ワンポイント 

拡大表示はブラウザサイズに動画の表示サイズも依存するため、画像が劣化するこ
とがあります。その場合は等倍を選択してください。 

閲覧しているブラウザの大き
さによって、動画の表示サイ
ズを拡大／縮小されます。 
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動画サイズを出力サイズのままで表示する（等倍） 

1. ［ 動画 ］パネルから【 拡大 】ボタンをクリックします。 

 

2. ［ 動画表示制御 ］ウィンドウが表示されますので、【 変更する 】ボタンをクリ
ックします。 

＜等倍表示時＞ 

 

ワンポイント 

等倍表示は、動画の出力サイズそのまま表示するため、ブラウザ内で動画を表示しき
れない場合があります。その場合は拡大を選択してください。 

6-4-4. 過去のセミナーで配信した動画を再配信する 

過去に開催したセミナーの動画を再配信する機能です。予め収録しておいたセミナーの
動画を用いてセミナーを実施出来、講師の負担を軽減することが可能です。 

 再配信可能なセミナーは、ver1.7.14 以降で配信・録画予約したセミナーに限りま
す。 

動画の入力サイズと同じサイ
ズで動画が表示されます。 
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1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。作成したセミナーが一覧表
示されます。編集したいセミナーを一覧から選択します。管理画面右側にセミナー
概要が表示されます。 

 

2. セミナー概要から【 詳細／編集 】ボタンをクリックします。［ セミナー情報の
編集 ］ウィンドウが開きます。 

3. 【 再配信 】タブを選択し、動画を再配信したいセミナーID を入力して追加をクリ
ックします。 

 

4. セミナーID はセミナー一覧画面に表示されています。コピーして活用してください。 
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5. 追加が完了した後、セミナー情報を更新します。 

 

6. 講師画面を開き、【設定】ボタンをクリックします。［動画配信設定］パネルが開
きます。 

 

7. 【 動画ファイル 】タブを開くと、管理画面の【 再配信 】タブで入力したセミナ
ーID の動画一覧が表示されます。配信したい動画を選択するとプレビューウィンド
ウに動画が表示されます。 
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8. 後から『どの動画を配信したか』の区別がつくよう、ラベル情報を変更します。 

 

9. プレビューウィンドウで確認しながら、再生させたい開始時間/終了時間を設定し
【 選択中の動画を配信 】をクリックします。 
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10. 動画配信の確認ウィンドウが表示されます。セミナーステータスを事前に確認した
上で配信開始をクリックします。 

 

11. 配信が実施されている時は、【 配信 】の項目が true、配信していない動画は false
と表示されます。 
配信を終了する時は【 配信中の動画を停止 】ボタンをクリックします。 
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6-5. アンケートを活用する 

セミナー開催中に、参加者にアンケートをすることができます。 
正答を設定することもできますので、簡易テストとしての利用も可能です。 

6-5-1. アンケートを実施する 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

 

2. 一覧表示されたアンケートから、実施したいアンケートを選択します。 

3. 【 アンケート実施 】ボタンをクリックします。 

6-5-2. アンケートの内容を確認する 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. 一覧表示から、実施したいアンケートを選択しダブルクリックします。 

3. ［ 詳細情報 ］ウィンドウが開きます。アンケートの質問、結果を確認することが
できます。【 実施 】ボタンを押して、アンケートを実施することもできます。 

6-5-3. アンケートを新規で作成する 

1.  【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. 【 新規作成 】ボタンをクリックします。［ アンケート新規作成 ］パネルが開き
ます。これ以降の手順は「5-2-3.アンケートを作成する」をご参照ください。 

 作成したアンケートは講師画面上からは削除できません。削除したい場合は、管理
画面より行うようにしてください。 

 一度作成したアンケートは編集できませんのでご注意ください。 
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6-5-4. 選択したアンケートを複製する 

既に作成してあるアンケートを複製し、新規のアンケートを作ることができます。 
複製したアンケートの内容を修正することもできます。 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. 一覧表示されたアンケートから、複製したいアンケートを選択します。 

3. 【 選択したものを複製 】ボタンをクリックします。 

4. 選択したアンケートと同じ質問内容があらかじめ入力された状態で、［ アンケー
ト新規作成 ］パネルが開きます。適宜修正を加えます。 

5. そのままアンケートを実施するには【 アンケート実施 】ボタンを、後で行う場合
には【 保存 】ボタンをクリックします。 

6-5-5. 複数のアンケートをまとめて実施する 

複数のアンケートをまとめて実施することができます。 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. パネル左下にある【リストから選択】をクリックします。 

 

3. 一覧されたアンケートから、Shift ボタン（もしくは Ctrl ボタン）を押しながら、
実施したいアンケートを選択していきます。 

 

4. 【 アンケート実施 】ボタンをクリックします。 
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6-5-6. 未実施のアンケートをすべて実施する 

未実施のアンケートをすべて実施することができます。 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. 【 未実施全て 】のボタンをクリックします。 

3. 【 アンケート実施 】ボタンをクリックします。 

6-5-7. アンケートの結果を配信する 

参加者にアンケートの結果をリアルタイムに知らせることができます。 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. 一覧されたアンケートから、実施したいアンケートを選択します。 

3. 【 アンケート実施 】ボタンをクリックします。[ アンケートの実施 ]ウィンドウ
が開きます。 

4. 【 実施 】ボタンをクリックします。 

5. 【 結果を参加者に公開 】にチェックを入れます。 

 

（参加者画面） 
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ワンポイント： 

・アンケート実施中にログインした参加者は、アンケートを受講出来ません。 
・既に終了したアンケートの結果を公開することもできます。 
結果を公開したいアンケートを選択します。［ 詳細情報 ］ウィンドウの【 結果を配
信 】ボタンをクリックします。 

6-5-8. アンケートを終了する 

1. 【 アンケート 】タブをクリックします。［ アンケート ］パネルが開きます。 

2. アンケートが実施中の場合【 アンケート終了 】ボタンをクリックします。 
［ 終了の確認 ］ウィンドウが開きます。 

3. 【 終了する 】ボタンをクリックします。 

4. アンケートを終了すると、自動的に結果の配信も終了します。 
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6-6. チャット・質問・お知らせを活用する 

「チャット」「質問」「お知らせ」で、参加者とコミュニケーションをとれます 

 「チャット」に書き込まれた内容は、参加者全員に公開されます。 

 「質問」に書き込まれた内容は、講師とその参加者だけが確認できます。 

 「お知らせ」は講師からのメッセージをメインエリアに表示する機能です。 

 参加者が多いセミナーの場合は、メイン講師のほかにチャットや質問に対応する人
がいるとスムーズにセミナーが進められます。 

 参加者のグループ分け機能を利用している場合、プルダウンで選択したグループの
情報だけがパネル内に表示されます（ただし、「お知らせ」はグループに限定して
送ることも、全体に送ることもできます。）。 
グループ分け機能の詳細については「5-1-4. 参加者をグループ分けする（大規模セ
ミナー向け機能）」を参照してください。 

 

 参加者からチャットや質問が送信されたことを見逃さないよう、講師画面上部に送
信内容を通知するよう設定が出来ます。 
設定方法は「付 A. 講師画面の設定ボタンに関して」をご参照ください。 
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6-6-1. 「チャット」をする 

 差別的な語句や、卑猥な表現を事前に禁止ワードとして登録しておくことで、チャ
ットに不適切な語句が表示されるのを防ぐことができます。詳しくは「4-5. 禁止ワ
ード」をご参照ください。 

チャットを見る、チャットに書き込む 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット ］パネルをクリックします。 

 

 参加者のグループ分け機能を利用している場合、プルダウンで選択したグループの
情報だけが表示されます。グループ分け機能の詳細については「5-1-4. 参加者をグ
ループ分けする（大規模セミナー向け機能）」を参照してください。 

 

2. 入力エリアにメッセージを入力します。 
【 Enter 】ボタンをクリックすると、メッセージがチャット欄に表示されます。 

 

 定型文を使用してテキストを作成することもできます。 
定型文の作成手順は「6-7-2. 定型文を作成する」をご参照ください。 
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ラベルを使用する 

チャットを入力する際にラベルを付けることができます。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。 

ラベルには「なし」「質問」「回答」の 3 種類があります。ラベルが表示されるのは「質
問」「回答」の２種類です。 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット ］パネルの、入力エリア上部から【 ラベル 】を選択
します。 

 

2. 入力エリアにチャットを入力します。 

3. 【 Enter 】キーをクリックします。テキストの頭にチャットが付いた状態でメッ
セージがチャット欄に表示されます。 

チャットを利用できないようにする 

セミナー開催中に、チャットを一時的に利用できないように設定します。 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット ］パネルの【 利用可 】ボタンをクリックします。 

2. ［ チャット制御 ］ウィンドウから【 利用不可 】ボタンをクリックします。 

3. ボタンが【 利用不可 】に変わり参加者がチャットを入力できないようになります。 

 再びチャットを利用できるようにするには【 利用不可 】ボタンをクリックします。 

参加者を発言禁止にする 

特定の参加者がチャットで発言するのを禁止することができます。 



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   78 / 158 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット ］パネルから発言を禁止したい参加者の名前をクリッ
クします。ウィンドウが開きます。 

 

2. 権限の【 発言禁止 】にチェックを入れ、【 権限を変更 】をクリックします。 

 

 発言禁止にした参加者の名前が青字で表示されます。 

参加者を入室禁止にする 

特定の参加者をセミナーから強制的に退室させることができます。 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット ］パネルから強制的に退室させたい参加者の名前をク
リックします。ウィンドウが開きます。 
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2. 権限の【 入室禁止 】にチェックを入れ、【 権限を変更 】をクリックします。 

 

 入室禁止にした参加者の名前が赤字で表示されます。 

参加者の発言を隠す 

特定の参加者単位でライブセミナー中の発言内容を非公開にすることができます。 

1. ［ 参加者 ］＞［ チャット］パネルから発言を非公開にしたい参加者の名前をク
リックします。ウィンドウが開きます。 

 

2. 権限の【 発言を隠す 】にチェックを入れ、【 権限を変更 】をクリックします。 
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3. 該当の参加者の今まで投稿したチャット、以降に投稿されるチャットが他の参加者
に対しては非表示になります。該当の参加者の画面上では投稿されたチャットが引
き続き表示されます。 

 発言を隠した参加者の名前が講師画面では橙字で表示されます。 

 【 発言を隠す 】機能を使っても録画には表示されます。録画で発言を隠したい場
合は「5-2-5. チャット履歴の削除」機能を使ってください。 

 

6-6-2. 「質問」に返信する、「質問」する 

質問に返信する 

1. ［ 参加者 ］＞［ 質問 ］パネルから、返信する質問をダブルクリックします。 

 

 参加者のグループ分け機能を利用している場合、プルダウンで選択したグルー
プの情報だけが表示されます。グループ分け機能の詳細については「5-1-4. 参
加者をグループ分けする（大規模セミナー向け機能）」を参照してください。 

 

 未確認の質問がある場合、「！」マークが表示されます。 
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 各質問には、確認状態を示すアイコンが表示されます。 

 

 返信済みの質問には「 」が表示されます。 

 返信していない時の質問には「 」が表示されます。 

 未確認の質問には「  」が表示されます。 

2. 入力エリアにテキストを入力し、【 Enter 】ボタンをクリックします。 

 

 この画面は、質問をクリックして表示される画面で【 返信 】をクリックして
も開けます。 

 

 定型文を使用してテキストを作成することもできます。 
定型文の作成手順は「6-7-2. 定型文を作成する」をご参照ください。 

質問する 

参加者へ個別に「質問」を送ることができます。「チャット」「参加者リスト」のいず
れかから、送りたい参加者を選択する必要があります。 

 「チャット」から送る 
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1. ［ 参加者 ］＞ ［ チャット ］パネルからメッセージを送りたい参加者の名前
をクリックします。ウィンドウが開きます。 

 

2. 【 メッセージ作成 】ボタンをクリックします。 

 

3. 入力エリアにテキストを入力して、【 Enter 】ボタンをクリックします。 

 

 「参加者リスト」から送る 

1. ［ 参加者 ］＞［ 一覧 ］パネルに表示された参加者リストから、質問を送り
たい参加者の名前をクリックします。 
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2. 【 メッセージ作成 】ボタンをクリックします。ウィンドウが開きます。 

 

3. 入力エリアにテキストを入力し、【 Enter 】ボタンをクリックします。 

  

質問をまとめてコピーする（受信メッセージ一覧） 

1. セミナー中に質問をまとめてコピーしたい場合【 受信メッセージ一覧… 】ボタン
をクリックします。 

 

2. すべてのメッセージをコピーするには、下部の「全て」を選択します。 
特定の質問だけコピーするときは、メッセージを選択します（メッセージ右の□を
チェック）。 
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その後、【 クリップボードにコピー 】をクリックします。 

 

3. メモ帳などに、Ctrl キー ＋ v キーでペーストします。 

質問を利用できないようにする 

セミナーで「質問」の機能を一時的に利用できないように設定します。 

1. ［ 参加者 ］＞［ 質問 ］パネルの【 利用可 】ボタンをクリックします。 

2. ［ 質問制御 ］ウィンドウから【 利用不可 】ボタンをクリックします。 

3. ボタンが【 利用不可 】に変わり、質問を使用できないようになります。 

 再び質問を利用できるようにするには【 利用不可 】ボタンをクリックします。 

6-6-3. 全ての参加者に「お知らせ」を送る 
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「お知らせ」でメッセージを送ると、参加者画面にお知らせが表示されます。 
（お知らせ送信後にログインした参加者にも必ず表示させる設定も可能です。） 

 

1. ［ 参加者 ］＞［ お知らせ ］パネルを開きます。 

 

2. 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。 
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 「必ず送信」にチェックを入れると、送信後にログインしてきた参加者にも必ず 
メッセージが表示されます。 

 

 定型文を使用してテキストを作成することもできます。 
定型文の作成手順は「6-7-2. 定型文を作成する」をご参照ください。 

 参加者のグループ分け機能を利用している場合、お知らせの送信先を全グループあ
てにするか、選択中のグループだけにするか選択することができます。 
グループ分け機能の詳細については「5-1-4. 参加者をグループ分けする（大規模セ
ミナー向け機能）」を参照してください。 

 

6-7. 定型文 

6-7-1. 定型文とは？ 
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頻繁に使うチャットやメッセージを定型文として登録することで、参加者とのコミュニ
ケーションをより効率的に行えます。 

定型文として登録ができるのは、チャットと質問のメッセージです。 

6-7-2. 定型文を作成する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー共通設定 ］＞［ 定型文 ］タブを開きます。 

2. 【 新規追加 】ボタンをクリックします。 

3. ［ 定型文の編集 ］ウィンドウが開きます。【 定型文 】にテキストを入力します。 

4. 【 種別 】から、チャット/質問/お知らせといった種別を選択します。 

5. 【 定型文を新規作成 】ボタンをクリックします。定型文が作成されます。 

6-7-3. 定型文の内容を編集する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー共通設定 ］＞［ 定型文 ］タブを開きます。 

2. 一覧表示された定型文をダブルクリックします。 

3. ［ 定型文の編集 ］ウィンドウが開きます。【 定型文 】または【 種別 】を編集
します。 

4. 【 定型文を更新 】ボタンをクリックします。 

6-7-4. 定型文を削除する 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー共通設定 ］＞［ 定型文 ］タブを開きます。 

2. 一覧表示された定型文をダブルクリックします。 

3. ［ 定型文の編集 ］ウィンドウが開きます。【 削除 】ボタンをクリックします。  
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6-8. 参加者を確認する 

講師画面上で参加者の ID とニックネームを確認することができます。参加者数を参加
者に公開したり、個別に質問を送ることもできます。 

 

［ 参加者 ］パネルの（ ）の数字に参加人数が表示されています。 

 

 このリストは自動更新されますが、反映されるまで数分のタイムラグがあります。 

 数字は「参加者」の人数です。講師と配信確認画面は含みません。 

 

詳細に確認するには、［ 参加者 ］＞ ［ 一覧 ］パネルを開きます。 

 【 参加者 】タブが表示された状態の時は、参加者の ID とニックネームがリスト
表示されます。 

 

 この画面で表示されている参加者の ID（userID）は、ログイン ID とは異なり
ます。 
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 【 講師 】タブを表示すると、講師のニックネームと配信状況が表示されます。 

  

 参加者のグループ分け機能を利用している場合、プルダウンで選択したグループの
情報だけが表示されます。グループ分け機能の詳細については「5-1-4. 参加者をグ
ループ分けする（大規模セミナー向け機能）」を参照してください。 

 

6-9. 資料を活用する 

講師画面で使用する資料には、拡大縮小、ペンや図形での書き込みなどが可能です。 

 

6-9-1. 資料の位置を変更する 

1. 【 移動 】ツールをクリックします。 

 

2. 資料をドラッグします。 

 資料の位置の変更は資料が拡大表示の場合にのみ可能です。 
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6-9-2. 資料のページを移動する 

ページ遷移ツールの使用 

【 ページ遷移 】ツールの矢印をクリックします。右側の矢印をクリックすると次のペ
ージへ進みます。左側の矢印をクリックすると前のページに戻ります。中央にページ数
を入力すると、入力したページに移動します。 

 

 

サムネイルによるページ遷移 

資料下部に表示されるサムネイルをクリックします。クリックしたサムネイルに対応す
るページにジャンプします。 

 

6-9-3. 資料に線や図形を書き込む 

描画系のツールを使用して、資料に書き込みをすることができます。 

1. 描画系の【 ツール 】をクリックします。 

 

2. 【 カラー 】を選択します。カラーピッカーから色を選択してください。 

 

 【半透明】をチェックすると、線や図形が半透明で描画されます。もともと資
料に書かれていた文字も見せたい場合に便利です。 
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3. 【 ペンの種類 】を選択します。 

 

 使用できるペンの種類は以下の通りです。 

曲線 曲線を描画します。 

直線 直線を描画します。 

四角 四角を描画します。 

楕円 楕円を描画します。 

文字 テキストを入力します。 
4. 【 ペンの太さ 】を選択します。 

 

5. 資料の上でマウスをドラッグします。線が書き込まれます。 

 

その他の操作は以下の通りです 

 選択範囲内にある図形や線を消去します。 

 

 資料上に書き込んだ図形や線を、すべて消去します。 

 消去するのは表示されているページのみです。 

 

6-9-4. 書き込みを取り消す／やり直す 

ペンツールを使っての書き込みを取り消すことができます。また一度取り消した書き込
みを再度やり直すことができます。 
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左矢印の形をした【 取り消し 】ボタンをクリックすると、書き込みを取り消します。 

右矢印の形をした【 やり直し 】ボタンをクリックすると、一度取り消した書き込みを
再度やり直します。 

 

ワンポイント：取り消しツールの注意点 

 書き込みはページを移動した時点で確定します。 
ページ移動後に書き込みの取り消しや、やり直しを行うことはできません。 

 全消去ツールの取り消しはできません。 
一方、範囲消去ツールの操作は取り消せます。ただし書き込みは復元しますが、 
さらにさかのぼって取り消すことはできません。 

 取り消しは自分の書き込みのみ適用できます。他者の書き込み（例えば共同でセ
ミナーを行っている別スタッフの書き込み）を、取り消すことはできません。 

 テキストの書き込みは一つ前までしか取り消せません。 

6-9-5. 資料のポインタのサイズを変更する 

マウスカーソルを表示させることができます。カーソルのサイズは５段階まで調節する
ことができます。 

1. 【 移動 】ツールをクリックします。 

2. 【 カーソル 】にチェックを入れます。参加者画面に指のアイコンが表示されます。 
サイズを「０」に指定した時は指のカーソルではなく赤い点が表示されます。 

 

3. 【 サイズ 】スライダーを左右に移動させることでアイコンのサイズを変更できま
す。 

6-9-6. 資料を拡大、縮小する 
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1. 【 ズームインスライダー 】を左右に移動、もしくはスライドバーの上にある入力
エリアに数値を入力することで資料を拡大、縮小できます。 
最小値が「１」で最大値が「４」です。 

 

 資料上で、マウスホイールを回しても資料の拡大、縮小することができます。 
マウスホイールでの拡大縮小を禁止したいときは、設定＞詳細設定＞資料の拡大/
縮小にマウスホイールを使うのチェックを外して下さい。 

6-9-7. ページ遷移時、資料の拡大、縮小をリセットするには 

通常、資料を拡大した状態でページ遷移を行うと、拡大状態を保持したまま、ページが
切りかわります。 

ページ遷移のタイミングで資料を初期状態に戻すことができます。 

1. 【 設定 】ボタンをクリックします。 

  

2. ［ 設定 ］ウィンドウが開きますので【 資料のページ遷移時に拡大倍率をリセッ
ト 】にチェックを入れます。 

6-9-8. 資料を印刷する 

表示されている資料を印刷することができます。 

1. 【 印刷 】ボタンをクリックします。 
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2. プリンターが起動しますので、任意の設定で印刷してください。 

6-89-9. 資料のリンクを無効にする 

通常、講師画面と参加者画面の資料はリンクされています。講師が資料のページを遷移
すると、参加者画面で参加者が閲覧している資料のページも遷移します。 

このリンクを一時的に解除することができます。 
リンクを解除することで、資料の内容を事前に確認し、より円滑にセミナーをすすめる
ことができます。 

【 リンク 】のチェックをはずします。講師画面と参加者画面がリンク解除されます。 

 

再度リンクさせたい時は【 リンク 】にチェックします。講師画面と参加者画面がリン
クされます。 

6-9-10. 資料を最大化する 

通常、講師画面に表示されているツール類を隠し、資料のみを大きなサイズで表示する
ことができます。 

 ( ツール表示 ) 
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 ( 全体表示 ) 

 

【 資料最大化 】ボタンをクリックします。ツールが消え資料が全面表示されます。 

 

 

再度、ツールを表示させたい時は【 ツール表示 】ボタンをクリックします。ツールが
表示されます。 

 

 

6-10. BGM を使用する 

セミナー開始や終了を知らせる BGM を流すことができます。使用する BGM はシステ
ム構築時に設定します。 

6-10-1. BGM を流す 

任意のタイミングで BGM を流します。 

1. シーンにあった【 BGM 】ボタンをクリックします。一度に鳴らすことのできる曲
は一曲だけです。 
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6-10-2. BGM を停止する 

1. 【 停止 】ボタンをクリックします。流れている曲が停止します。 

 

6-10-3. 講師画面で BGM を再生する 

初期状態の講師画面には BGM が流れないように設定されています。講師のマイクが
BGM を拾ってしまい、参加者画面で BGM が二重に聞こえてしまうのを防ぐためです。 
以下の操作を行うと、講師画面でも BGM を聞くことができます。 

1. 【 BGM 確認 】ボタンをクリックします。BGM が講師画面で再生されるようにな
ります。【 BGM 】ボタンをクリックして、曲が再生するのを確認してください。 

 

2. 曲の確認が終了したら、再度【 BGM 確認 】ボタンをクリックして、曲が流れな
い様にしてください。 

6-11. セミナーの理解度を確認する 

セミナーの内容を参加者が理解しているかどうか把握する指標として、気分ボタンがあ
ります。参加者は自発的にその時の気分を送ることができます。内容の理解が順調に進
んでいるか、急に内容の理解が滞った場面がないかを確認できます。 

 

参加者は画面内の【 いいね 】【 ビミョー 】ボタンでその時の気分を表現します。 

（参加者画面） 
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① 参加者が【 いいね 】ボタンをクリックすると、 
サムズアップに、クリックした人数と回数（pt）が加算されます。 

② 参加者が【 ビミョー 】ボタンをクリックすると、 
サムズダウンに、クリックした人数と回数（pt）が加算されます。 

 

 参加者がボタンを連打した時は、連打終了までの分がカウントされます。最大 20
カウントまで表示されます。 

 ステータスは 30 秒間保持されます。 

 【 集計結果を公開 】にチェックを入れると、集計結果が参加者に公開されます。 

（参加者画面） 

6-12. 資料を管理する 

資料の管理は、管理画面で行うのが一般的ですが、講師画面でも行えます。 
セミナー開催中、急遽資料を登録、削除したい場合に便利です。 

6-12-1. 資料を新規追加する 

1. ［ 画面表示 ］＞［ 資料 ］パネルをクリックします。 

 

2. 【 資料の新規追加 】ボタンをクリックします。 

3. アップロードする資料を選択し、【 開く 】ボタンをクリックします。 
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4. 【 アップロード開始 】ボタンをクリックします。 

 詳しい設定方法は「5-2-2.資料を登録する」のアップロード時の設定をご参照
ください。 

6-12-2. 資料を表示する 

［ 画面表示 ］＞［ 資料 ］パネルに一覧表示されている資料から表示したい資料をダ
ブルクリックします。資料が表示されます。 

6-12-3. 資料を削除する 

1. ［ 画面表示 ］＞［ 資料 ］パネルに一覧表示されている資料から削除したい資料
を選択します。 

2.  【 削除 】ボタンをクリックします。資料が削除されます。 

6-12-4. 資料を参加者が操作できるようにする 

セミナー参加者が、表示された資料の印刷、拡大などの操作を行うように設定すること
ができます。 

［ 画面表示 ］＞［ 資料 ］パネルの【 参加者の操作を許可 】にチェックをいれます。 
講師の操作とは関係なく、参加者が資料の操作をすることができます。 

 

6-13. バナーを制御する 

バナーは通常、管理画面で指定したバナーが一定の間隔で表示されるようになっていま
す。講師画面では、表示するバナー、およびその切り替え間隔を調整する事ができます。 
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セミナーの内容とバナーを一致させたい場合などに、表示するバナーを手動で設定する
事ができます。 

6-13-1. 表示するバナーを手動で切り替える 

1. ［ 画面表示 ］＞［ バナー ］パネルを表示します。 
選択中のバナーは背景が青くなります。 

 

2. セミナーで使用されるバナーがリスト表示されます。表示したいバナーを選択しま
す。 

 

6-13-2. バナーの切り替え間隔を修正する 

1. ［ 画面表示 ］＞［ バナー ］パネルを表示します。 

2. 【 切り替え間隔 】から切り替え間隔を修正します。 

6-13-3. バナーの一覧を更新する 

セミナー開催中に管理画面で追加、削除、順番の入れ替えをしたバナーは、講師画面の
【 一覧の更新 】ボタンをクリックすることで、［ 画面表示 ］＞［ バナー ］タブに
反映されます。 

一覧を更新しないとバナーは反映されません。 
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1. 管理画面の［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウで切り換えバナーを追加します。 

 

2. 【 セミナー情報を更新 】ボタンをクリックします。 

3. 講師画面の【 バナー 】タブをクリックします。 

4. 【 一覧の更新 】ボタンをクリックします。バナーが一覧に表示されます。 

 

5. 【 一覧の更新 】ボタンを押すと、参加者画面では一覧の最上部のバナーから再表
示されます。 

6-14. セミナー遷移機能を使用する 

「今参加している顧客を別のセミナー（単一 URL 開催のセミナーである必要有）に移
動させたい」「セミナー終了時に他のサイト（自社のアンケートサイト等）へ誘導した
い」といった場合には、セミナー遷移機能を使用します。 
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1. 遷移させたいセミナーでは、予め開催ステータスを【開催中】にしておきます。 

2. ［ 画面表示 ］＞ ［ 遷移 ］パネルを開き、【新しい遷移先】に遷移させたい URL
をペーストします。 

異なるセミナーに遷移させる場合は、必ず単一 URL で開催するセミナーの 
参加者 URL をペーストして下さい。正しいセミナーURL をペーストすると、遷移
するセミナータイトルが表示されます。 

 

 正しい参加者 URL が入力されなかった時 
ペーストが正しく出来ていない時は、「URL が間違っています」と表示されま
す。 

 

 GigaCast ではない URL(自社サイト、アンケートサイト等)を入力した時 
GigaCast ではない URL を入力した時は、「セミナー以外の URL です」と表
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示されます。 

 

3. 【自動遷移を設定】をクリックすると、確認画面が表示されます。 
次のセミナーが開催されている状態を確認して、【設定する】を選択して下さい。 

 

4. 参加者が自動で次のセミナーへ遷移します。【講師画面を開く】ボタンをクリック
すると、遷移先のセミナーの講師画面へアクセスします。 
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ワンポイント 

 遷移するセミナーの予約開始時間は、必ず遷移させるタイミングよりも前に設定
して下さい。（予約開始時間よりも 30 分以上前に遷移させようとすると、セミ
ナー画面にログインできません。） 

 既にログインしていた参加者は、次のセミナーへ遷移した後に自身で前のセミナ
ーに戻ることは出来ません。 
前のセミナーに参加者を戻したい時は、以下の手順で参加者を前のセミナーに戻
して下さい。 

⑥ 【設定を解除】ボタンを押します。 

⑦ セミナー開催ステータスを終了から【開催中】へ戻します。 

⑧ 次のセミナーの講師画面で遷移機能を使い、参加者を前のセミナーに戻し
ます。 

 

 セミナー以外の URL へ遷移した場合、遷移させた参加者を前のセミナーに戻す
ことは出来ませんので、セミナー終了時に遷移させるようにして下さい。 

  



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   104 / 158 

6-15. セミナールームをリセットする 

「セミナーの配信が上手くいかない。大幅に遅延してしまう」 
といった不具合が発生した場合、セミナーを一度強制的に終了（リセット）する事で現
象が解消される事があります。 

 使い方の詳細は「付 E. トラブル発生時の対応について」を参照してください。 
GigaCast にはその他に、映像を再配信する機能や、サーバー全体を再起動する機
能があり、使い分けや、試す順番について解説しています。 

 

リセットを実行すると、配信中の動画、講師は切断されます。 

1. 講師画面の【 設定 】ボタンをクリックします。［ 設定 ］ウィンドウが開きます。 

 

2. 【 サーバーのリセット 】タブをクリックし、【 リセットを実行する 】ボタンを
クリックします。 

 

3. セミナーの接続が切断され、講師画面から強制的に退室させられます。 
退室後すぐに、講師画面に入り直し配信を再開してください。 
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6-16. 映像配信用 CDN の切替 

「映像音声の配信が上手くいかない。大幅に遅延したり、音声が途切れてしまう」 
といった不具合が発生している場合、映像配信用の CDN に障害が発生している可能性
があります。そのような場合、予備回線に講師画面側で切り替えることで復旧させる機
能です。 

1. 講師画面の【 設定 】ボタンをクリックします。［ 設定 ］ウィンドウが開きます。 

 

2. 【 配信設定 】タブをクリックし、【 セカンダリ(予備) 】ボタンをクリックしま
す。 

 

映像配信用 CDN の切り替え確認のウィンドウが表示されます。 
配信中の動画が一時的に切断されますので、事前に参加者へアナウンスしてから 
【 はい 】ボタンをクリックしてください。 
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7. セミナー終了後 
7-1. セミナーデータを収集する 

セミナー開催後に、セミナーで得られた様々なデータを収集することができます。 

7-1-1. レポートを確認する 

管理画面上で、レポートを確認することができます。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

2. 確認したいセミナーを一覧から選択します。管理画面右側にセミナー概要が表示さ
れます。 

3. セミナー概要から【 レポートを見る 】ボタンをクリックします。 

 

4. データ取得の際、サーバー側に負荷がかかる旨のメッセージが表示されます。 
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 ライブセミナー実施中はレポートの出力を控えることを推奨します 
（データ生成時、サーバーに負荷がかかる為） 

問題無い場合は【レポートの取得】ボタンをクリックします。 

5. データ生成が完了すると、各種レポートが表示されます。 

 

 

表示されるレポートは以下の情報です。タブを切り替えて確認してください。 

 
＜参加者の推移＞ 

 時間毎の参加者数（PC/モバイル） 

 入退室数 

 発言数（チャット、質問、気分ボタン） 
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＜チャット・質問のサマリー＞ 

 チャット、質問、気分ボタンでの発言数 

＜アンケート結果＞ 

 棒グラフ結果一覧 

 自由筆記回答結果一覧 
 

7-1-2. レポートを PDF でダウンロードする 

1. レポート表示画面にある【レポートのＰＤＦを保存】ボタンをクリックします。 

 

2. お使いのパソコンの任意の場所を選択し【 保存 】ボタンをクリックします。 

 チャット、質問、気分ボタンのデータは、発言数 TOP10 のサマリのみが出力され
ます。全てのデータを確認したい場合は、管理画面のレポートか、CSV データをご
確認下さい。 

7-1-3. レポートの CSV を ZIP で保存する 
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レポートを生成する元となる CSV データや、レポートの画像ファイルを ZIP ファイル
で一括ダウンロードできます。 

1. レポート表示画面より【レポートの CSV を ZIP で保存】ボタンをクリックします。 

 

2. お使いのパソコンの任意の場所を選択し【 保存 】ボタンをクリックします。 

取得した ZIP ファイルには、以下のデータが含まれます。 

chat.csv チャットデータ 

question.csv 質問データ 

status_monitor.csv 
気分ボタンの推移データ 
 「status」列に 0=いいね、1=ビミョーとして記録されま

す 
user.csv 入退室時間データ、ユーザーエージェント 

userLog.csv 参加者推移データ 

summary.png 参加者の推移レポート画像 

survey.csv 登録したアンケート全ての結果データ 
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ワンポイント 

個別で CSV ファイルを取得する際はセミナー詳細画面よりダウンロードすること
が可能です。 

管理画面を開き＞[ セミナー一覧 ]＞[ セミナー情報の編集 ]＞[ アンケート ]も
しくは[履歴]タブを開いて取得してください 

 

  

survey_(id).csv 個別のアンケート結果データ 

survey_(id).png 
 
 

個別のアンケート結果(棒グラフ)画像 
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7-2. セミナーの録画ファイルを活用する 

セミナーを録画して、閲覧が出来なかった方への公開用データを作ることができます。 

 契約時間帯以外に録画ファイルを公開したい場合は、オンラインストレージを契約
してください。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

 参加者のグループ分け機能を使っている場合、録画に反映されるのは、グループ 1
のチャットだけです。グループ分け機能については「5-1-4. 参加者をグループ分け
する（大規模セミナー向け機能）」を参照してください。 

7-2-1. 録画ファイルを編集する 

セミナーの開始直前や終了時には、カメラのセッティングや、講師の出入り、注意事項
の説明といった不要なデータが発生します。 

録画コンテンツを作成する際には、それら不要なデータを削除することができます。 

1. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウを開き、【 録画 】タブをクリックします。 

2. 【 編集画面を開く 】ボタンをクリックします。 

 

3. 録画編集ウィンドウが開きます。 



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   112 / 158 

 

録画ファイルの冒頭を削除するには黄色い資料バーの左端のポイントをドラッグ
します。 

録画ファイルの後ろを削除するには黄色い資料バーの右端のポイントをドラッグ
します。 

編集を確定する際は、録画編集ウィンドウを開いた状態で【 録画ファイルを出力 】
ボタンをクリックすると変換作業が始まります。正常に変換が完了すると［ 録画
ファイルの出力 ］ウィンドウが開きます。【 OK 】ボタンをクリックします。 

4. ウィンドウを閉じます。 

開始、終了時間の微調整を行うには 

一度編集を行った後であれば、秒単位で微調整を行うことができます。 

 

1. 【 編集/出力 】タブを開きます。 

2. 【 開始 】時間を設定します。 
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3. 【 終了 】時間を設定します。 

 開始時間、終了時間の修正に対応して「編集後の再生時間」も自動的に修正されま
す。 

7-2-2. 録画ファイルに表示するチャットを設定する 

ライブ配信中に投稿されたチャットを録画ファイルに反映させる事ができます。 
設定が可能なのは「チャット表示の有無」「反映させるグループの選択」「禁止ワード
の出力」３つです。 

不要なチャットを除いた状態で録画ファイルを作成したい時は、「5-2-5. チャット履
歴の削除」を参照の上、チャットを削除してから録画編集を行ってください。 

 

7-2-3. 録画ファイルに講師の操作を反映させる 

ライブ配信中に行った講師の操作を録画ファイルに反映させる事ができます。 
反映が可能なのは「カーソルの表示」「BGM の出力」「バナーの出力」「講師のレイ
アウト変更」「視聴者でのレイアウト変更許可」の 5 つです。 

録画ファイルに操作を反映させる場合は【 する 】を、録画ファイルに操作を反映させ
ない場合は【 しない 】を選択します。 

 

 

7-2-4. 録画で表示する資料を差し替える 
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ライブセミナーで使用した資料を差し替える事ができます。 
資料の中でミスが発覚した場合などに使用します。 

資料のページ数や内容が違うと、正常に差し替えられないことがあります。 
差し替える資料は、あらかじめ登録しておく必要があります。詳しくは「5-2-2.資料を
登録する」をご覧ください。 

1. 【 編集/出力 】タブを開きます。 

2. 【資料差し替え】タブを選択するとライブセミナーで使用した、オリジナルデータ
がリスト表示されています。差し替えたい資料を選択します。 

 

3. 【 選択中の資料を差し替え 】ボタンをクリックします。 

4. ［ 差し替え ］ウィンドウが開きます。差し替えたい資料を選択し【 決定 】ボタ
ンをクリックします。 

 

5. オリジナルと対応して、差し替えた資料が表示されます。 
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7-2-4. 録画で表示するバナーを差し替える 

ライブセミナーで使用したバナーを差し替える事ができます。 
差し替えるバナーは、あらかじめ登録しておく必要があります。詳しくは「4-3-3.画像
を登録する」をご覧下さい。 

固定バナーの差し替え 

1. ライブセミナー終了後、該当セミナーの編集画面を開きます。 

2. バナー設定部分「固定バナー」でバナーを変更し、セミナー情報を更新します。 

3. 録画編集/出力タブより、録画ファイルを出力すると、差し替えた固定バナーが表示
されます。 

切替バナーの差し替え 

1. 【 編集/出力 】タブを開きます。 

2. 【 バナー差し替え 】タブで選択するとライブセミナーで使用した、オリジナルデ
ータがリスト表示されています。差し替えたいバナーを選択し、【 選択中のバナ
ーを差し替え 】ボタンをクリックします。 

 

3. ［ 差し替え ］ウィンドウが開きます。差し替えたいバナーを選択し【 決定 】ボ
タンをクリックします。 
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4. オリジナルと対応して、差し替えたバナーが表示されます。 
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7-2-5. 録画ファイルを出力する 

編集した録画ファイルを確認用に出力します。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

録画ファイルを編集したいセミナーを一覧から選択します。 
管理画面右側にセミナー概要が表示されます。 

2. 【 詳細／編集 】ボタンをクリックします。 

3. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウが開きますので、【 録画 】タブをクリック
します。 

  

4. 【 録画ファイルを出力 】ボタンをクリックすると編集した録画ファイルの変換作
業が始まります。正常に変換が完了すると［ 録画ファイルの出力 ］ウィンドウが
開きます。【 OK 】ボタンをクリックします。 

5. 確認用の URL が生成されます。 

 確認用 URL は開催側の確認用途で使用する URL の為、実際の公開 URL では
ありません。公開用 URL は「公開管理」タブから取得します。 

7-2-6. 録画したデータを確認する 
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1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

録画をダウンロードしたいセミナーを一覧から選択します。管理画面右側にセミナ
ー概要が表示されます。 

 

2. 【 録画を見る 】ボタンをクリックします。 

 

3. 別ウィンドウが立ち上がり、出力した確認用の録画ファイルが再生されます。 

 【 録画を見る 】ボタンがグレーアウト表示されている場合は「7-2-5.録画ファイ
ルを出力する」を参照し、録画ファイルを出力してください。 
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 【 録画を見る 】ボタンでアクセスする URL は公開用 URL ではありません。 
録画を公開する場合は「7-2-7.録画したファイルを公開する」を参照し、公開用 URL
を出力してください。 

 録画ファイルは単一の動画ファイルではなく、録画データの容量を最小限に抑える
ことが出来る独自形式で作成されます。 

7-2-7. 録画したファイルを公開する 

編集が完了し、確認用として出力した録画ファイルを公開可能な状態にします。 
ここではオンラインストレージを契約されている場合の公開方法を紹介します。 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］タブを開きます。 

録画ファイルを公開したいセミナーを一覧から選択します。 
管理画面右側にセミナー概要が表示されます。  

2. 【 詳細／編集 】ボタンをクリックします。 

3. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウが開きますので、【 録画 】タブをクリック
します。 

4. 【 公開管理 】タブをクリックし、【録画ファイルを公開】をクリックするとオン
ラインストレージに出力した録画ファイルが転送されます。 

 



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   120 / 158 

5. 録画ファイルの長さに応じて、転送完了まで時間がかかることがあります。転送を
中断する場合は【キャンセル】ボタンをクリックします。 

 

6. 転送が完了すると、公開用 URL が生成されます。 

 

7-2-8. 公開した録画ファイルを管理する(オンラインストレージ) 

オンラインストレージに公開した録画ファイルは専用の管理画面でデータ流量やアク
セス数を確認することが可能です。 

1. 公開管理タブにある【 管理 】ボタンをクリックします。 
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2. 別タブでオンラインストレージの管理画面が表示されます。 
公開したコンテンツのデータ容量、閲覧データ流量、アクセス数の確認が可能です。 
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上 級 編 
 



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   123 / 158 

8. 招待制のセミナーの開催手順 
LOGOSWARE GigaCast では、ログイン ID / パスワードを使用することで、招待制の
セミナーを開催できます。 

招待制のセミナーの開催には参加者一人一人に個別のセミナーURL を割り当て、個別の
ログイン ID / パスワードを発行する必要があります。 

登録したユーザー情報を発行し、「CsvMailer」等のシェアウェアを使用してメールを
一括送信します。 

8-1. ユーザー情報の発行 

1. 管理画面を開き＞［ セミナー一覧 ］＞【 セミナーの新規作成 】ボタンをクリッ
クします。 

2. ［ セミナーの新規作成 ］ウィンドウが開きます。必須項目を入力します。 

3. ［ 参加者の設定 ］エリアの【 参加者 URL 】を【 複数 】に設定します。 

4. 【 セミナーを新規作成 】ボタンをクリックします。セミナーが作成され、一覧表
示されます。 

5. 一覧から、作成したセミナーを選択します。管理画面右側にセミナー概要が表示さ
れます。 

6. 【 詳細／編集 】ボタンをクリックします。 

7. ［ セミナー情報の編集 ］ウィンドウが開きます。 

  



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   124 / 158 

8. 【 参加者 URL 】ボタンをクリックします。CSV ファイルをお使いのパソコンの
任意の場所に保存します。 

 

8-2. 参加者にユーザー情報を送信 

書き出された CSV ファイルを修正し、メールを一括送信します。メールの送信にはシ
ェアウェア「CsvMailer」などを利用して行います。 

 シェアウェア「CsvMailer」は、
http://www.yamamototakashi.com/soft/csvmailer/ からダウンロードするこ
とができます。（ライセンス料：2000 円） 

8-3. CSV ファイルを編集する 

1. 書き出された CSV ファイルを Excel で開きます。 

2. I 欄に、参加者のメールアドレスを入力します。 

 

3. ユーザー数が、招待する参加者数よりも多い場合、余ったユーザーは削除します。 

4. CSV ファイルとして再度、保存します。 

http://www.yamamototakashi.com/soft/csvmailer/
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8-4. 参加者にメールを一括送信する 

複数の参加者に同内容のメールを一括送信できるフリーウェア（CsvMailer）などを使
用して、参加者に URL、ログイン ID、パスワードをメールで送信します。 
一括送信の方法はお使いのメールソフトにより異なります。お使いのメールソフトの操
作方法をご確認ください。  
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9. 高品質動画での配信（GigaCast エン
コーダー） 

動画の品質を高く保ったままセミナーを配信するには GigaCast エンコーダーを利用し
ます。 

GigaCast エンコーダーを使った配信については、以下を参照してください。 
（とくにご事情がない方は GigaCast エンコーダー2.0 をご利用ください。すでにご利
用になっていて引き続き旧バージョンをご利用になる方は 1.0 をご利用ください。） 

 GigaCast エンコーダー2.0 
https://doclib.logosware.com/#/content/882 

 GigaCast エンコーダー1.0（旧バージョン） 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/ 

 

https://doclib.logosware.com/#/content/882
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/
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10. デスクトップ配信を行う 
セミナーの内容によっては、講師のパソコン画面操作を配信したい場合があります。 
以下のドキュメントを参照してください。 

 GigaCast エンコーダー1.0（旧バージョン）の場合 
http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/ 

 ブラウザ配信の場合、GigaCast エンコーダー2.0 の場合 
https://doclib.logosware.com/#/content/873 

 

http://doclib.logosware.com/content.html#!/419/
https://doclib.logosware.com/#/content/873
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11. 多元切替中継を行う 
LOGOSWARE GigaCast を使用して、複数拠点から配信を行う多元切替中継が可能で
す。 

ここでは、別々の場所にいる講師 A と講師 B が同一のセミナーを使って時間を分けて
出演する方法を解説します。講師 A が最初に出演する講師であり、セミナー中に講師 B
に中継をつなぐというイメージでご説明します。 
 

セミナー開始時には、講師 A が単独でセミナーを行っています。セミナー途中に講師 B
と中継をつなぎます。 

1. 講師 A が講師画面から【 参加者 】タブをクリックします。 

2. ［ 参加者 ］＞［ 一覧 ］＞［ 講師 ］をクリックします。講師画面にログインし
ている講師がリスト表示されます。講師Ａの配信状況は「配信中」になっています。 

  

3. 講師 B をクリックします。ウィンドウが開きますので、【 配信開始 】ボタンをク
リックします。 

 

4. 講師Ａの配信が停止し，講師 B の配信状況が「配信中」に変わります。 
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5. 講師 B がいない場所から配信を制御する場合は、配信を中止したい講師をクリック
して、ウィンドウから【 配信停止 】ボタンをクリックします。 
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付録 画面解説 
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付 A. 講師画面の設定ボタンに関して 
講師画面の右端の【 設定 】ボタンからは以下の設定を行うことができます。 

 

 
 

 チャットを通知 
チャットにメッセージが入力されると、ポップアップで内容が表示されます。 

 

 受信メッセージを通知 
質問メッセージを受信すると、ポップアップで内容が表示されます。 
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 送信メッセージを通知 
質問メッセージを送信すると、ポップアップで内容が表示されます。 

 

 資料のページ遷移時に拡大倍率をリセット 
通常、資料を拡大した状態でページ遷移を行うと、拡大状態を保持したまま、ペー
ジが切りかわります。 
ページ遷移のタイミングで資料を初期状態に戻すことができます。 

 資料の拡大縮小にマウスホイールを使う 
初期設定では資料上でマウスホイールを使用すると、資料が拡大、縮小します。 
チェックを外すと、マウスホイールで資料の拡大縮小はできなくなります。 

 講師映像を表示 
初期設定では映像確認用に講師画面上で、講師映像を表示します。 
チェックを外すと、講師画面上で、映像を表示しません。 

 配信時の確認ウィンドウの表示 
ライブ配信中に誤って講師画面上の「配信開始」ボタンを押してしまう、意図しな
い映像を表示してしまうトラブルを防ぐ為のチェックボックスです。 
チェックをつけることで、配信開始を押した際に確認ウィンドウを表示する為、誤
配信を防止することが可能です。 
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付 B. スーパー管理者のみ使用できる機能 
B-1. サーバーステータス 

スーパー管理者のみ使用できる機能です。 

サーバーに使用状況や、録画したデータの内訳、登録されているグループといった情報
が登録されています。 

管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］＞［ サーバーステータス ］タブをクリックすると
表示されます。 

B-2. 資料変換ステータス 

スーパー管理者のみ使用できる機能です。 

ファイルをセミナー資料として使用可能にする為の変換作業のログが表示されていま
す。変換作業を行った際に［ 変換失敗 ］もしくは三十分以上［ 変換中 ］のステータ
スが続いた場合は、変換エラーが発生した可能がありますので、こちらでログを確認し
てください。変換失敗してしまった資料を一括で再変換することも可能です。 

ステータスの確認は、管理画面を開き＞［ 管理者機能 ］＞［ 資料変換ステータス ］
タブをクリックすると表示されます。 
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B-3. サーバーの再起動 

スーパー管理者のみ使用できる機能です。 

「GigaCast サーバー管理」タブより、【 GigaCast サーバーを再起動する 】をクリ
ックすると、GigaCast サーバー全体を再起動することができます。 

 

使い方の詳細は「付 E. トラブル発生時の対応について」を参照してください。 

GigaCast にはその他に、映像を再配信する機能や、特定のセミナーだけを再起動する
機能があり、使い分けや、試す順番について解説しています。 
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付 C. 画面の項目説明 
C-1. 管理画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ④ 

⑥ 

③ ① 

⑤ 
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 メインメニュー： [セミナー一覧][セミナー共通設定][管理者機能]の３つのボ
タンで構成されています。 
 セミナー一覧： 

セミナーの新規登録、情報の修正・編集が可能です。 
 セミナー共通設定： 

講師、アンケートマスター、定型文の新規登録、情報の
修正・編集が可能です。 

 管理者機能： 
管理者、禁止ワード、グループの新規登録、情報の修正
が可能です。 

スーパー管理者のみ編集が可能です。 

② セミナーリスト： 登録済のセミナーが一覧表示されます。 

③ 参加者ロゴ： ロゴが表示されます。 
ロゴの登録方法は「4-1-4. ロゴを設定する」を参照。 

④ セミナー概要： セミナーリストに表示されたセミナーをクリックすると、表
示されます。講師画面、参加者画面へのログインボタン他、
セミナーの概要が表示されます。 

⑤ 一括削除ボタン： リスト表示されているセミナーを一括削除します。 

⑥ 詳細検索： より詳細に条件を設定して、登録済のセミナーを検索するこ
とができます。 
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C-2. 講師画面 

 

 

 

 

 

① 講師画面ロゴ： 講師画面のロゴが表示されます。 
ロゴの登録方法は「4-1-4. ロゴを設定する」を参照。 

② 資料＆アンケート： セミナーで使用する資料やアンケート、およびそのツール類
を表示するエリアです。 

③ メインメニュー： [ ステータス ][ レイアウト ] [BGM ][ 資料最大化 ][ 設
定 ]で構成されています。 
 ステータス：セミナーの開催ステータスです 
 レイアウト：参加者画面のレイアウトを指定します 
 BGM     ：セミナーで使用する BGM を指定します 
 資料最大化：セミナーで使用する資料を最大化します 
 設定      ：各種設定項目がまとめてあります 

④ 動画エリア： 動画の配信設定。動画の配信ボタンなどで構成されていま

② ③ 

⑤ 

① ④ 
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す。セミナーを開催すると設定項目の代わりに動画が表示さ
れます。 

⑤ メッセージパネル： [ 参加者 ] [ 画面表示 ]で構成されています。 
[ 参加者 ] 
 チャット：講師、参加者が複数人でコミュニケーション

を取るためのツールセットです。 
 質問：講師、参加者が 1 対１でコミュニケーションを取

るためのツールセットです。 
 お知らせ：すべての参加者に一斉メッセージを送りま

す。 
 一覧：参加者、講師の一覧が表示されます。多元中継時

の講師の切りかえを行います。 
［ 画面表示 ］ 
 資料：資料の新規追加や、資料画面への表示をするため

のツールセットです。 
 バナー：表示するバナーを手動で選択したり、バナーの

切り替え間隔を再設定するためのツールセットです。 
 遷移：異なる単一 URL 開催のセミナーへ参加者を遷移

させたり、自社サイトへの誘導を行うためのツールで
す。 
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C-3. 参加者画面 

「セミナーの新規作成」または「セミナー情報の編集」ウィンドウで設定した項目は、
参加者画面では以下の様に表示されます。 

C-3-1. セミナー開催時 

 

 

① タイトルバー： 講座タイトルが表示されます。資料の設定によって【 同期
解除 】【 保存 】【 登録方法 】ボタンが表示されます。 
登録方法は「5-1. セミナーを新規作成する」を参照。 
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② 参加者画面用ロゴ： ロゴが表示されます。 
ロゴの登録方法は「4-1-4. ロゴを設定する」を参照。 

③ 切替バナー： 切替バナーが表示されます。 
バナーの登録方法は「5-1-12 . バナーを設定する」を参照。 

④ 固定バナー： 固定バナーが表示されます。 
登録方法は「5-1-12 . バナーを設定する」を参照。 

⑤ 組織名／講師名： 固定バナーが表示されます。 
登録方法は「5-1. セミナーを新規作成する」を参照。 

 

資料ダウンロード 

 

① 資料ダウンロード： 登録は「5-2-2. 資料を登録する」を参照。 
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C-3-2.セミナー開始前・セミナー終了後 

 

① 開始前画像： 登録は「5-1-10 . セミナー開始前、終了後の待ち受け
画像を設定する」を参照。 

② 終了後画像： 登録は「5-1-10 . セミナー開始前、終了後の待ち受け
画像を設定する」を参照。 

③ 資料ダウンロード： 登録は「5-2-2. 資料を登録する」を参照。 
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C-4. モバイル版参加者画面 

モバイルでライブセミナーを閲覧するには専用のアプリ「GigaCast ライブビューアー」
をインストールしておく必要があります。アプリのダウンロードは iPhone、Android
各端末のストアから行ってください。 

C-4-1. セミナー開催時 

 

 
① バナー画像： 切り替えバナー、固定バナーが表示されます。右端の【 ×印 】

をタップすると、バナーが閉じて、スライドが拡大表示されま
す。 

② 動画： 講師の動画が表示されます。 
 動画またはスライド上でダブルタップすると、レイアウト

が切り替わります。 
 動画の拡大、縮小はできません。 

③ スライド： スライドが表示されます。左上の【！印 】をタップすると 
セミナータイトルと退室ボタンが表示されます。 
左下の【 ステータス 】ボタンをタップするとチャットエリア

① 

③ ④ 

② 
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に、ステータスが表示されます。 
 ピンチイン・アウトすると、表示されている資料を 3 倍ま

で拡大縮小することが出来ます。 
(講師によって資料が先に進むと、拡大はリセットします) 

 【いいね】【ビミョー】のステータスを交互にタップした
際は、最後にクリックしたステータスのみがチャットエリ
アに表示されます。 

 動画またはスライド上でダブルタップすると、レイアウト
が切り替わります。 

④ チャット欄＆ 
質問欄： 

上部エリアにチャット、下部に質問が表示されます。 
【 ペン 】ボタンをクリックすると［ テキスト入力 ］エリア
が表示されます。 
 ダブルタップすると、チャット/質問専用レイアウトに切

り替わります。 
 

ワンポイント 

iPhone、iPad 上でチャット機能を使用する際には絵文字の使用はできません。 
絵文字を使用するとそれ以降の文字が表示されなくなります。 
例） 

「こんにちは  質問いいですか？」と入力した場合 

「  」以降の文字が表示されません。 
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メニュー表示状態 

 

① 退室ボタン： 受講中のセミナーから退室します。 

② 遅延解消ボタン： 映像音声を繋ぎ直し、遅延を解消するボタンです。 

C-4-2. 入室・ログイン画面 

GigaCast ライブビューアーをインストールした状態で、運営者から取得した URL をタ
ップすると、ブラウザへ遷移し、「このページを“GC ライブ”で開きますか？」とメッ
セージが表示されます。【 開く 】をクリックすると、自動でアプリが起動してセミナ
ーのログイン画面へと遷移します。   

 

① 

② 
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① 入室画面： GigaCast ライブビューアーを起動すると初めて表示され

る画面です。 
 
【セミナーの URL を入力】ボタンをクリックすると URL
の入力エリアが表示されます。運営者から発行された URL
を入力してセミナーのログイン画面へ遷移します。 
運営者から提供された URL をタップした場合、この画面
を経由せず、ログイン画面が表示されます。 

 
 

③ 

① 

② 
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② ログイン画面： 入力エリアにニックネームを入力し、【 ログイン 】ボタ
ンをタップします。 
 招待セミナーを開催する場合は、ニックネームの他

に、パスワードの入力が必要です。 

③ 接続チェック： ライブセミナーの受講前にネットワーク環境の接続チェ
ックを行います。 

 

ワンポイント 

 回線の不具合でセミナー接続が切れてしまった場合は、入室画面へ強制的に戻り
ます。 
それまでに接続していたセミナー履歴が表示されるので、該当するセミナーをタ
ップして再度入室してください。 

 
 入室画面で正確でない URL(例：短縮 URL)を入力した場合、エラーが表示されま

す。この時は【 ブラウザで開く 】をクリックするとブラウザを経由してログイ
ン画面へ遷移します。 
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C-4-3. アンケート画面 

講師がアンケートを実施すると、以下の画面が表示されます。 

 

① 選択肢リスト： 設問が表示されます。該当する選択肢にチェック、
またはテキスト入力をしてください。 

② 【 結果を送信 】ボタン： 結果を送信します。 

① 

② 



【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

   148 / 158 

付 D. モバイル端末で録画したコンテンツを
見る（GigaCast 録画ビューアー） 

D-1. アプリのダウンロード 

録画したセミナーは、PC はもちろんスマートフォン、タブレットでの閲覧が可能です。 
スマートフォンでの閲覧には専用のアプリ「GigaCast 録画ビューアー」をインストー
ルしておく必要があります。 

アプリのダウンロードは iPhone、Android 各端末のストアから行ってください。 

D-2. セミナーの閲覧方法 

1. セミナー運営者から提供されたセミナー録画の URL をタップします。 

2. セミナーが開始されます。 

D-3. セミナー録画表示画面 

通常状態 

 

 

 

② 

④ 

③ 

① 
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① バナー画像： ライブ時に使用したバナーが表示されます。 
右端の【 ×印 】をタップすると、バナーが閉じて、スライド
が拡大表示されます。 

② 動画： 講師の動画が表示されます。 
 動画またはスライド上でダブルタップすると、レイアウ

トが切り替わります。 
 動画の拡大、縮小はできません。 

③ スライド： スライドが表示されます。 
 動画またはスライド上でダブルタップすると、レイアウ

トが切り替わります。 
 ピンチイン・アウトすると、表示されている資料を 3 倍

まで拡大縮小することが出来ます。 

④ チャット欄 セミナー中のチャットが表示されます。書きこむ事はできま
せん。 
 ダブルタップすると、チャット専用レイアウトに切り替

わります。 
 

メニュー表示状態 

 

① 閉じるボタン： 再生中のセミナーを終了します。 
終了後は、セミナー一覧画面が表示されます。 
過去のセミナー録画を探したい場合はセミナー一覧画面を表

① 

② 
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示すると便利です。 

② シークバー： セミナーの進捗を表示します。バーの上をタップする事でセ
ミナーをスキップさせる事ができます。 

D-4. コンテンツ URL 入力画面 

 

① コンテンツ再生
ボタン： 

タップすると、URL の入力欄が表示されます。 
閲覧したい録画セミナーの URL を入力することで、コンテン
ツが再生されます。 
閲覧したセミナーを続きから再生することも、最初から再生
することもできます。 

② セミナー履歴： 過去に開催したセミナーの履歴が表示されます。 
クリックするとセミナー録画を再生します。 

 

① 

② 
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付 E. トラブル発生時の対応について 
GigaCast には、トラブル時の対応のための機能が搭載されています。 
どのようなトラブルのときに、どの機能を使うべきかまとめます。 

E-1. ログイン・チャットに関するトラブル 

多くの参加者がログイン・チャットできない、講師がログインできない場合の対応です。
参加者への影響が小さい順に並んでいますので、順番にお試しください。 

E-1-1． はじめに試すこと 

アクション サーバーアプリケーション再起動 

解消目標 アクション開始より 1 分で完了の見込み 

影響範囲 当該セミナーのみ影響（ほかセミナーへの影響なし）。 

影響内容 再起動自体は数秒で復帰するが、講師は全員ログアウト。 
映像配信は停止。 
参加者はタイミングによってはログアウトの可能性 

アクション
手順 

 
1. GigaCast 管理画面にログイン 
2. 当該セミナーを開き、画面下部「再起動」クリック 

解消確認 講師、参加者で入室し、ログインできるか、チャットできるか
確認 
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E-1-2． 2 番めに試すこと 

アクション サーバー再起動 

解消目標 アクション開始より 5 分で完了の見込み 

影響範囲 稼働中の全セミナーが停止する。 

影響内容 講師、参加者の接続が解除され、配信中の動画は停止する。 

アクション
手順 

 
1. GigaCast 管理画面にログイン 
2. 「管理者機能」クリック 
3. 「GigaCast サーバーを再起動する」クリック 

解消確認 講師、参加者で入室し、ログインできるか、チャットできるか確認 

E-1-3． それでも解決しない場合は？ 

ロゴスウェアまでお問い合わせください。 
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E-2. 映像系トラブル 

多くの参加者から映像が見れない、途切れるとお申し出があった場合の対応です。 
参加者への影響が小さい順に並んでいますので、順番にお試しください。 

E-2-1． はじめに試すこと 

アクション 講師画面で配信停止→再度配信 

解消目標 数秒で完了の見込み 

影響 当該セミナーにだけ影響する。 
映像配信が数秒停止。 
参加者も、講師もログアウトしない。 

アクション
手順 

 

1. 講師画面を開く 
2.「配信中（クリックで停止）」クリック 
3.「配信開始」ボタンクリック 

解消確認 講師、参加者で映像が正しく表示されるか確認 
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E-2-2． 2 番めに試すこと 

アクション サーバーインスタンスのリセット 
（CDN のつなぎ直しが行われる） 

解消目標 アクション開始より 1 分で完了の見込み 

影響範囲 当該セミナーのみ影響（ほかセミナーへの影響なし）。 

影響内容 リセット自体は数秒で復帰するが、講師は全員ログアウト。 
映像配信は停止。 
参加者はタイミングによってはログアウトの可能性 

アクション
手順 

 
1 講師画面を開く 
2. 右上歯車マーククリック 
3. 「配信開始」ボタンクリック 

解消確認 講師、参加者で入室し、映像が正しく表示されるか確認 
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E-2-2． ３番めに試すこと 

アクション サーバー再起動 

解消目標 アクション開始より 5 分で完了の見込み 

影響範囲 稼働中の全セミナーが停止する。 

影響内容 講師、参加者の接続が解除され、配信中の動画は停止する。 

アクション
手順 

 
1. GigaCast 管理画面にログイン 
2. 「管理者機能」クリック 
3. 「GigaCast サーバーを再起動する」クリック 

解消確認 講師、参加者で入室し、映像が正しく表示されるか確認 

E-2-3． それでも解決しない場合は？ 

ロゴスウェアまでお問い合わせください。 
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お問い合わせ・更新履歴 
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お問い合わせ 
お問い合わせの前に 

トラブルシューティングサイト、関連資料を確認して頂くことで解決する場合がござい
ます。それでも解決しない場合は、お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡ください。 

【トラブルシューティング】https://lwsupport.zendesk.com/hc/ja 

【関連資料】 https://doclib.logosware.com/#/home 

 

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 ：ライブセミナー・システム LOGOSWARE GigaCast 

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

E-mail ： support@logosware.com 

TEL ：03-5818-8011 

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   

https://lwsupport.zendesk.com/hc/ja
https://doclib.logosware.com/#/home
http://powerlive.logosware.com/
mailto:support@logosware.com
http://www.logosware.com/
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更新履歴 
～第 10 版： 省略 

第 11 版： 2014 年 1 月 31 日 製品バージョン：1.7.4 以降 

第 12 版： 2014 年 4 月 4 日 製品バージョン：1.7.5 以降 

第 13 版： 2014 年 11 月 18 日 製品バージョン：1.7.6 以降 
セミナー遷移機能、録画バナー差し替え機能に関して追記 

第 14 版: 2015 年 6 月 5 日 製品バージョン:1.7.8 以降 
名称変更に伴う修正： 
POWERLIVE GigaCast→LOGOSWARE GigaCast 
ビデオ表示モードの選択、スクリーンキャストについて追記 

第 15 版: 2015 年 8 月 4 日 製品バージョン:1.7.9 以降 
オンラインストレージでの録画ファイル公開方法を追記 

第 16 版: 2015 年 12 月 11 日 製品バージョン:1.7.10 以降 
グループ分け機能追加 

第 17 版: 2016 年 7 月 8 日 製品バージョン:1.7.11 以降 
映像配信用 CDN 切替機能、録画編集機能改善について追記 

第 18 版 2016 年 12 月 28 日 製品バージョン：1.7.12 以降 

第 19 版 2017 年 8 月 31 日 製品バージョン：1.7.14 以降 

第 20 版 2018 年 5 月 23 日 本マニュアル名変更に伴う修正。 
変更前：LOGOSWARE GigaCast 操作マニュアル 
変更後：【操作マニュアル】GigaCast 従量課金制 

第 21 版 2018 年 9 月 7 日 製品バージョン:1.7.15 以降 
GigaCast エンコーダー刷新に伴い、GigaCast エンコーダー2.0 の情
報を追記 

第 22 版 2018 年 11 月 12 日 製品バージョン 1.7.15.4 以降 
「サーバーの再起動」機能追加 
「付 E.トラブル発生時の対応について」追記 
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