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Collaborateについて
UltraユーザエクスペリエンスによるClass Collaborateの機能の一部の設計を見直しまし
た。

このトピックはUltraユーザエクスペリエンスのCollaborateの概要です。

セッション機能

ロールとアカウント

プラットフォーム機能

ブラウザのサポート

Collaborateを持っていない場合

ロール

Ultraユーザエクスペリエンスでは、出席者はモデレータ、プレゼンタ、参加者、字幕
入力担当者となることができます。

ロールの詳細

プラットフォーム

機能 説明

アクセシビリ

ティ

アクセシビリティ機能には、全ての主要なワークフロー、ホワイ

トボードアクティビティ、およびアップロードされたファイルに

おけるスクリーンリーダーの完全なサポートなどが含まれます。

一般的な操作で共通のキーボードショートカットもサポートされ

ます。



Ultraユーザエクスペリエンスは、現在ライブ字幕を提供していま
す。聴覚に障害を持つ生徒や、モデレータとは違う母国語を使用

する生徒たちに、アクセス可能な学習体験を提供します。

アクセシビリティの詳細

APIフレーム
ワーク

Class CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスでは、カスタム
LMSの統合にREST APIを使用します。

パブリックのCollaborate APIは、セッションのスケジューリング、
セッションリンクの要求、および出席を含めるよう更新されてい

ます。詳細については、Blackboardサービスまでお問い合わせく
ださい。

Blackboardのク
ラウドインフラ

ストラクチャ

Class Collaborateは、Amazon Web Services (AWS)インフラストラク
チャとBlackboardホスティングデータセンターを使用してUltra
セッションを開始します。

Collaborate Ultra AWSクラウドがホストするセッションに関するよ
くある質問 (英語版のみ)

Collaborateの新しいドメイン (英語版のみ)

Ultraユーザエクスペリエンスのネットワーキング情報を使用する
Collaborate (英語版のみ)

接続の効率性

UltraユーザエクスペリエンスではWebRTCエンコーディングを使用
します。

ネットワーク接続管理の詳細

配置 CollaborateはSaaSで配置されます。

ダウンロード
Ultraユーザエクスペリエンスは完全なブラウザベースです。ダウ
ンロードもインストールも必要ありません。



ローカリゼー

ション

CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスでは、次の言語を基本
設定に選択できます。

アラビア語、ブラジルポルトガル語、ブルガリア語、チェコ語、

デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイ

ツ語、ヘブライ語、アイルランドゲール語、イタリア語、日本

語、韓国語、マレー語、マオリ語、ノルウェー語、ポーランド

語、ポルトガル語 (ポルトガル)、ロシア語、簡体字中国語、スペ
イン語 (共通)、スウェーデン語、タイ語、繁体字中国語、トルコ
語、英語 (英国)、英語 (米国)、ベトナム語、ウェールズ語。

Collaborateでは、ブラウザで設定された言語の基本設定 が使用さ
れます。その言語がサポートされていない場合、セッションは英

語で表示されます。

統合

Ultraユーザエクスペリエンスは、次の方法で利用可能です。
● Collaborateスケジューラ
● Blackboard Learn 9.1 (2014年10月)とBlackboard Learn SaaS
● Blackboard Open LMS
● Learning Tools Interoperability (LTI、学習支援ツールの相互運
用)準拠学習管理システム (LMS)

パブリックのCollaborate APIは、セッションのスケジューリング、
セッションリンクの要求、および出席を含めるよう更新されてい

ます。詳細については、Blackboardサービスまでお問い合わせく
ださい。

モバイル

モバイルデバイスのブラウザは現在、SurfaceなどのWindows®タッ

チデバイスでサポートされています。ユーザは、Blackboardアプ
リ、Blackboard Instructorアプリまたはデバイスブラウザのどちら
かを選択できます。

Class Collaborate with the Ultra Experienceをサポートするモバイル
アプリは次の通りです。

● Blackboardアプリ
● Blackboard Instructorアプリ



テレフォニー

統合テレフォニーでは、個人でテレカンファレンスプロバイダを

用意する必要はありません。テレカンファレンスサービスは、

Class Collaborateによって提供されます。テレカンファレンス用の
電話番号とPINは、セッション作成中に自動的に生成されます。誰
でもセッションにダイアルし、セッションとテレカンファレンス

ブリッジ間の接続を開始することができます。

米国とカナダには米国バージニアの番号、欧州には英国の番号、

オーストラリアにはシドニーの番号が提供されています。長距離

電話料金や国際電話料金が課金されることがあります。

モデレータ向けテレフォニーの詳細



Collaborateセッション機能

アプリケーション共有

モデレータとプレゼンタは、デスクトップまたはソフトウェアアプリケーションを共有

して、特定のトピックについて出席者に教えます。アプリケーションやデスクトップ内

を移動すると、学生側も自動的にその動きに従います。 

アプリケーション共有では、新たなWebRTC規格により、高品質な操作環境と卓越した
画質を実現しています。

モデレータ向けアプリケーション共有の詳細

出席者

ライセンスによって、デフォルトで最大100～250人の出席者をセッションに参加させる
ことができます。セッションの出席者には、モデレータ、プレゼンタ、参加者が含まれ

ます。

セッションでさらに多くの出席者が見込まれる場合は、ウェビナーモードをオンにしま

す。

音声と動画

Ultraユーザエクスペリエンスでは、新しいWebRTC規格を使用して、高品質な操作環境
と、卓越した画像および音声品質を実現しています。 

セッションの出席者が初めて150人に達すると、すべてのユーザの音声と動画が一時的
にオフになります。セッションは専用のサーバに移行して、参加者が増え続けることが

できるようになります。

モデレータ向け音声および動画の詳細

ブレークアウトグループ



モデレータは自分で学生をグループ分けするか、またはCollaborateを使用してランダム
にグループ分けするかを選ぶことができます。モデレータは、出席者を他のグループに

切り替えるか、特定のブレークアウトグループに参加できるようにして、共同作業が容

易に行えるようにすることもできます。

モデレータは、1つまたは複数のブレークアウトグループとファイルを共有することが
できます。ファイルをブレークアウトグループと共有すると、ファイルの最初のスライ

ドがブレークアウトグループに表示されます。

ブレークアウトグループは必要に応じてオフにできます。Class Collaborate & Supportの
ブレークアウトグループをオフにするリクエストを送信 (英語のみ)

モデレータ向けブレークアウトグループの詳細

キャプションファイル

 Video Text Tracks (VTT) キャプションファイルおよびSubRip字幕 (SRT)ファイルをアッ
プロードして記録に追加したり、記録のキャプションと置き換えたりできます。

セッションで ライブ字幕 (クローズドキャプション) を使用した場合は、記録にすでに
字幕が付いています。

字幕の追加に関する詳細

チャット

ユーザはセッション中にチャットできます。モデレータはセッションでのチャットを無

効にできます。CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスの絵文字パックでは、多種類
の絵文字とUnicode-8文字が使用できるようになりました。

モデレータは、セッション開始前にチャットメッセージ内の不適切な表現を削除するよ

う選択できます。不適切な表現のフィルタは、デフォルトではオフになっています。

不適切な顔文字は、顔文字選択ツールから削除されます。



セッションの記録には[全員]チャネルでのチャットが含まれます。プライベートメッ
セージおよびブレークアウトグループのチャットメッセージは記録されません。

Collaborateのチャット履歴には、同時に50件までのメッセージしか表示されません。

モデレータ向けチャットの詳細

ファイル共有

60MB以下のGIF、JPEG、PNG画像ファイル、PDFファイル、 PowerPointプレゼンテー
ション をセッションにアップロードできます。モデレータは 複数のプレゼンテーショ
ンをアップロードできます。ただし、セッションを問わず、ファイルサイズの合計の上

限は125MBまでです。

スクリーンリーダのユーザは、セッションで共有されたPowerPointとPDFファイルのテ
キストにアクセスできます。これにより、スライドの変更に簡単についていくことがで

きます。モデレータとプレゼンタは、スクリーンリーダーがテキストにアクセスできる

よう、[ファイルの共有]を選択し、[Collaborate]にファイルをアップロードする必要があ
ります。

セッションの作成後、モデレータは作成したセッションをいつでも開くことができ、共

有するファイルもロードできます。これらのファイルは、モデレータによって削除され

るまでセッション内に残ります。

モデレータ向け共有ファイルの詳細

サポートされているファイルタイプ

モデレータとプレゼンタは以下のファイルをアップロードして共有できます。

● 画像 : GIF、JPEG、PNG
● プレゼンテーションおよびドキュメント : 60MB以下のPDF、PPT、またはPPTX

モデレータは複数のプレゼンテーションをアップロードできます。ただし、セッション

を問わず、ファイルサイズの合計の上限は125MBまでです。

すべての出席者はPNG、JPEG、およびJPGファイルをアップロードして、プロフィール
画像として使用できます。



フレームレート

● アプリケーション共有 :アプリケーションを共有するときのフレームレートは、
プレゼンタと受信者の両方が利用できる帯域幅に依存します。信頼性の高いブ

ロードバンドネットワークがあり、静止コンテンツの場合、1秒あたり25～30フ
レーム (fps)程度になるでしょう。コンテンツが動画の場合、フレームレートは
動画フレームの大きさと動画の内容に依存します。信頼性の高いネットワークで

あっても、動画が大きく、変化が多い内容の場合、急激にフレームレートが低下

する可能性があります。

● 動画 :動画のフレームレートには40 fpsの上限があります。ただし、動画のフ
レームレートはユーザの帯域幅とカメラの制限の影響を受けます。信頼性の高い

ネットワークでは、30 fpsが現実的です。

ライブ字幕 (クローズドキャプション)

モデレータは出席者を字幕入力担当者に設定する必要があります。字幕入力担当者は、

セッション中の発言を入力します。その他の出席者は、入力された内容をリアルタイム

で確認できます。複数の字幕入力担当者を設定して、複数の言語に対応できます。

字幕はセッションの記録に含まれます。

ライブ字幕 (クローズドキャプション)の詳細

ナビゲーション

UltraユーザエクスペリエンスによるCollaborateのナビゲーションはシンプルで直感的で
す。ユーザが求める全ての機能が、必要なときに利用できます。インターフェイスは

セッションのすべてのアクティビティに動的に適応し、発言者と、共有されているコン

テンツがフォーカスされます。

Collaborateの自分の設定を見つける

キーボード操作の詳細

アンケート



モデレータは5種類のアンケートのうち1つを使用していつでも出席者にアンケートを行
うことができます。はい/いいえおよび複数選択肢 (1-2、1-3、1-4、1-5)

モデレータ向けアンケートの詳細

プロフィール

ユーザは、名前入りのシンプルなプロフィールにアクセスできます。また、プロフィー

ルに画像を追加できます。

プロフィールの詳細

記録

音声や動画、セッション中に共有されるその他のコンテンツも記録可能です。セッショ

ン中に使用されるリアルタイム字幕やサブタイトルのキャプチャも可能です。セッショ

ンで使用された字幕が複数ある場合には、最初のものが記録されます。記録には、[ 全
員 ]チャネルでのチャットメッセージもキャプチャされます。

記録の詳細

レポート

CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスには、詳細な情報を提供することを目的とし
た多数のレポートがあります。

● セッション出欠 :セッションに参加した出席者 (出欠確認のため)と、彼らがセッ
ションに参加した時間、彼らがセッションから退席した時間、各出席者がセッ

ションに参加した時間の長さの概要が表示されます。

● メトリック : CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスの使用方法に関する詳細
な概要を提供することを目的として設計されています。この情報には、所属教育

機関に適用される頻度や規模が含まれているため、サービスに関して十分な情報

を得たうえで意思決定を行うことができます。

● 記録 :所属教育機関の記録に関するデータを管理者に提供します。このデータに
は、記録名、記録を見るためのリンク、記録の作成日時、記録の合計時間が含ま

れます。



● 出席者 :その日のセッション出欠レポートの他に、すべてのセッションの概要と
セッション出席者の詳細を管理者に提供します。これには、セッションを開始し

た時間、セッションを終了した時間、各出席者の参加時間と退席時間が含まれま

す。

レポートの詳細

セッションのアイドル状態

30分経過後にアクティブな出席者がいない場合、セッションは終了し、出席者は削除さ
れます。これにより、記録の終わりに長時間、無音のアイドル状態が続くのを防止でき

ます。

次の活動が含まれている場合、セッションはアクティブです。

● 出席者がマイクをオンにして話している

● チャットメッセージ

● ユーザがセッションに参加または退出する

● アンケート

● ホワイトボードの編集とスライドの更新

● 挙手

● コンテンツのアクティビティ (アップロード、変換、削除など)
● 談話室の活動

● タイマー

アイドル状態のセッションのモデレータには、現在セッションが開いているが、すぐに

終了するというリマインダが警告音とメッセージで通知されます。警告音ははずんだり

跳ねたりするようなサウンドです。

休憩が必要となるような長時間のミーティングを開催する場合は、セッションのアク

ティブな状態を保つのにタイマーを使用します。

タイマー



モデレータは、セッション内の全員に対してタイマーを設定したり、他のモデレータに

表示したりできます。[ Collaborate ]パネルを開き、[ コンテンツの共有 ]を選択して タ
イマーを開始します。

モデレータ向けタイマーの詳細

ホワイトボード

ユーザは、基本のホワイトボードにアクセスできます。このホワイトボードには基本的

な注釈とテキスト入力のツールが含まれており、編集が可能です。

モデレータ向けホワイトボードの使用の詳細



セッションのロールとユーザアカウント

セッションのロール

セッションでは、出席者はモデレータ、プレゼンタ、参加者、字幕入力担当者になりま

す。

各出席者についての詳細は、[出席者]リストを開くと確認できます。

モデレータ

モデレータは、共有コンテンツを完全にコントロールできます。モデレータは出席者を

プレゼンタやモデレータに設定できます。挙手の通知を確認し、挙手をやめさせること

ができます。出席者をセッションから削除することができますが、その他のモデレータ

を削除することはできません。モデレータはセッションの設定を行えます。この設定に

は、参加者の権限の決定も含まれます。モデレータは、セッション記録へのリンクが記

載されたEメールを受け取ります。

モデレータラベルが、モデレータの動画に表示されます。また、チャットでメンション

するために出席者の名前を入力すると、モデレータには"モデ"というラベルが表示され
ます。 

モデレータについての詳細

プレゼンタ

プレゼンタは、学生にモデレータの完全な権限を与えずにプレゼンテーションを許可す

るためのロールです。プレゼンタは、コンテンツのアップロード、共有、編集、共有の

停止が行えます。また、挙手の通知を確認し、手を降ろすようにすることができます。

プレゼンタラベルが、プレゼンタの動画に表示されます。

プレゼンテーションについての詳細



参加者

参加者は、出席者のセッションへの参加や終了、および他者がチャットに投稿したとき

などの通知を、有効または無効に設定できます。モデレータは、参加者が音声や動画の

共有、チャット、ホワイトボードや共有ファイルの利用ができるかどうか決定します。

参加者についての詳細

字幕入力担当者

字幕入力担当者ロールは、耳の不自由な学生や、母国語がモデレータと異なる学生に、

アクセス可能な学習体験を提供するよう設計されています。出席者はモデレータによっ

て、このロールに指定されます。字幕入力担当者には、発言内容を入力する領域が与え

られます。その他の参加者は、字幕入力担当者が入力した内容をリアルタイムで確認で

きます。複数の字幕入力担当者を設定して、複数の言語に対応できます。

CCラベルが、[出席者]リストの字幕入力担当者の横に表示されます。

字幕入力担当者についての詳細

ユーザアカウント

Blackboardは、設定時に管理者アカウントとマネージャアカウントを提供します。マ
ネージャアカウントは1つだけです。それ以上作成することはできません。マネージャ
アカウントの権限は最高レベルで、管理者アカウントとスーパーバイザアカウントを作

成できます。

● マネージャ :教育機関レポートとセッションレポートを表示できます。マネー
ジャは管理者とスーパーバイザを設定できます。マネージャは独自の記録を作成

または管理することはできません。マネージャは、管理者またはスーパーバイザ

から出席を招待されたセッションおよびその記録のみを表示できます。

● 管理者 :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できます。管理
者は、スーパーバイザの設定、新規セッションの作成、人の招待ができます。



● スーパーバイザ :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できま
す。スーパーバイザは、セッションの作成および出席の招待ができます。スー

パーバイザは自身のセッションおよび記録の作成と管理に加え、管理者または別

のスーパーバイザから出席を招待されたセッションとその記録を表示することが

できます。

管理者アカウントは複数持つことができます。たとえば、管理者は学部ごとにユーザと

セッションを管理することができます。管理者アカウントを管理できるのはマネージャ

だけです。

スーパーバイザアカウントは管理者が管理する必要があります。あなたがマネージャで

ある場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに既存の管理者を割り当てま

す。あなたが管理者である場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに管理

者として自動的に割り当てられます。

新しいユーザアカウントを作成する場合は、そのユーザにログイン情報を知らせる必要

があります。Collaborateがあなたの代わりに知らせることはありません。

ユーザの管理の詳細



Collaborateプラットフォーム機能

アクセシビリティ

アクセシビリティ機能には、全ての主要なワークフロー、ホワイトボードアクティビ

ティ、およびアップロードされたファイルにおけるスクリーンリーダーの完全なサポー

トなどが含まれます。一般的な操作で共通のキーボードショートカットもサポートされ

ます。

Ultraユーザエクスペリエンスは、現在ライブ字幕を提供しています。聴覚に障害を持
つ学生や、モデレータとは違う母国語を使用する学生たちに、アクセス可能な学習体験

を提供します。

アクセシビリティに関する詳細

APIフレームワーク

Class CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスでは、カスタムLMSの統合にREST API
を使用します。

パブリックのCollaborate APIは、セッションのスケジューリング、セッションリンクの
要求、および出欠を含めるよう更新されています。Collaborate APIとのカスタム統合機
能を構築するには、当社の開発者ドキュメントサイトにアクセスするか、

developers@blackboard.com宛にEメールをお送りください。

開発者ドキュメントサイトは英語のみで提供されています。

Blackboardのクラウドインフラストラクチャ

Class Collaborateは、Amazon Web Services (AWS)インフラストラクチャとBlackboardホ
スティングデータセンターを使用してUltraセッションを開始します。

Collaborate Ultra AWSクラウドがホストするセッションに関するよくある質問 (英語版の
み)

Collaborateの新しいドメイン (英語版のみ)



Ultraユーザエクスペリエンスのネットワーキング情報を使用するCollaborate (英語版の
み)

接続の効率性

UltraユーザエクスペリエンスではWebRTCエンコーディングを使用します。

ネットワーク接続管理の詳細

配置

CollaborateはSaaSで配置されます。

ダウンロード

Ultraユーザエクスペリエンスは完全なブラウザベースです。ダウンロードもインス
トールも必要ありません。

統合

Ultraユーザエクスペリエンスは、次の方法で利用可能です。

● Collaborateスケジューラ
● Blackboard Learn 9.1 (2014年10月)とBlackboard Learn SaaS
● Learning Tools Interoperability (LTI、学習支援ツールの相互運用)準拠学習管理シ
ステム (LMS)

パブリックのCollaborate APIは、セッションのスケジューリング、セッションリンクの
要求、および出席を含めるよう更新されています。詳細については、Blackboardサービ
スまでお問い合わせください。

ローカリゼーション



Collaborateでは、ブラウザで設定された言語の基本設定が使用されます。参加者はセッ
ション設定で優先言語を選択することもできます。その言語がサポートされていない場

合、セッションは英語で表示されます。

CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスでは、次の言語を基本設定に選択できます。

● アラビア語

● ブラジルポルトガル語

● ブルガリア語

● カタロニア語

● チェコ語

● デンマーク語

● オランダ語

● フィンランド語

● フランス語

● ドイツ語

● ギリシャ文字

● ヘブライ語

● アイルランドゲール語

● イタリア語

● 日本語

● 韓国語

● マレー語

● マオリ語

● ノルウェー語

● ポーランド語

● ポルトガル語 (ポルトガル)
● ロシア語

● 簡体字中国語

● スペイン語 (共通)
● スウェーデン語

● タイ語

● 繁体字中国語

● トルコ語

● 英語 (英国)
● 英語 (米国)
● ベトナム語



● ウェールズ語

モバイル

CollaborateはAndroidTMデバイスのChromeと、iOS®11以降のSafariでサポートされていま
す。モバイルデバイス上のモデレータとプレゼンタは、ファイルと未使用のホワイト

ボードを共有できます。アプリケーションは共有できません。

コース内でリンクが提供されている場合、BlackboardアプリおよびBlackboard Instructor
からCollaborate Ultraセッションを起動することができます。Webブラウザが表示され
て、セッションに参加できます。

ブラウザサポートの詳細については、Class Collaborate & Supportを参照してください (
英語版のみ)

ネットワーク

Class Collaborateは、ユーザデータグラムプロトコル (UDP)を介してWebRTCが可能な
ネットワークで最適に動作します。また、Collaborateは基本的なWebテクノロジーであ
るWebSocketを必要とします。

ファイアウォールとプロキシの設定の詳細

ネットワーク接続管理

Class Collaborate with the Ultra Experienceは、ユーザの接続速度に対応するよう変更され
ています。そのため、インターネット接続が低速の場合やネットワーク条件が不十分な

場合でも、セッションへの参加を継続できます。

ネットワーク接続管理の詳細

テレフォニー

統合テレフォニーでは、個人でテレカンファレンスプロバイダを用意する必要はありま

せん。テレカンファレンスサービスは、Class Collaborateによって提供されます。テレ



カンファレンス用の電話番号とPINは、セッション作成中に自動的に生成されます。誰
でもセッションにダイアルし、セッションとテレカンファレンスブリッジ間の接続を開

始することができます。

米国とカナダには米国バージニアの番号、欧州には英国の番号、オーストラリアにはシ

ドニーの番号が提供されています。長距離電話料金や国際電話料金が課金されることが

あります。 

フリーダイヤル番号を追加したい場合は、フリーダイヤル番号の使用をご覧ください。

モデレータ向けテレフォニーの詳細



ブラウザのサポート
Collaborate Ultraでは、WebRTCがサポートされている最新のWebブラウザが必要です。
目的とする機能をCollaborateで実行するには特定の権限が必要です。たとえば、音声と
動画を使用するには、Collaborateがカメラとマイクにアクセスするための権限が必要で
す。求められたときにCollaborateに権限を与えるか、ブラウザの設定で権限を指定して
ください。

Collaborateではプラグインは使用しないため、要求されません。サポートされているい
ずれかのブラウザのみが必要です。

Blackboardのブラウザサポートについて知りたい場合、ブラウザのサポートポリシー
を参照してください。

サポートされているブラウザ
Collaborateでは、ブラウザの安定版である最新チャンネルリリース2種類のみをサポー
トしています。

ブラウザ デスクトップ モバイル

Google ChromeTM
Windows®、macOS、
Ubuntu

AndroidTM

Firefox®

Firefox ESRはサポートされていま
せん

Windows、macOS
サポートされていま

せん

Safari® macOS 10.13+ iOS® 14+、iPadOS

Microso� Edge® (Chromium) Windows、macOS Android、iOS

認定されたブラウザおよびオペレーティングシステム



Class Collaborateは、以下のブラウザとオペレーティングシステムの組み合わせに対し
て正規に認定されています。また、これらの組み合わせは最も強力なサポート領域と

なっています。

ブラウザ デスクトップ モバイル

Google Chrome
Windows 10および11、macOS 10.14
以降

Android 9+

Firefox
Windows 10および11、macOS 10.14
以降

サポートされていま

せん

Safari macOS 10.14+ iOS 14+

Microso� Edge
(Chromium) Windows、macOS Android、iOS

macOS、iOS、iPadOSについては、それぞれのオペレーティングシステムの最新メ
ジャーリリース2つのみが認定されています (各システムでSafariの最新の安定リリース
を使用)。
Windowsについては、Windows 10のみが認定されています。
ChromeまたはFirefoxの安定版である最新のチャンネルリリース2つのみが認定されてい
ます。新バージョンのオペレーティングシステムまたはブラウザが利用可能となったと

き、以前のバージョンは暫定サポートに降格されます。

一部のケース、特にiOSデバイスとChromeOSデバイスの場合は、プロバイダがアプリ
ケーションやSafar、Chromeなどのブラウザの最新バージョンにデバイスをアップグ
レードする期限日を設定していることがあります。残念ながら、当社がそれに対処する

ことはできません。サポートされていない古いブラウザを使い続けると、Collaborateの
エクスペリエンスに影響を与えます。セッションに参加できなくなる恐れがあります。

お使いのデバイスのライフサイクルを考慮する際は、この影響を配慮するようにしてく

ださい。

Googleでは、事前にChromeOSデバイスの更新期限を公開しています。



暫定サポートのブラウザおよびオペレーティングシステム
ブラウザとオペレーティングシステムの下記の組み合わせは、低頻度でテストされてい

ます。サポートはされていますが、マイナーな機能が利用できない場合があります。認

定された組み合わせをご使用になることを強くお勧めします。

ブラウザ デスクトップ モバイル

Google Chrome Windows 8、macOS 10.13以降、Ubuntu Android 8、Chromebook

Firefox Windows 8、macOS 10.13以降  

Safari macOS 10.13+ iOS 13、iPadOS

その他のLinuxディストリビューションはChromeおよびFirefoxで動作する可能性があり
ますが、テストもサポートもされていません。

仮想マシンは、上記の任意のオペレーティングシステムとブラウザの組み合わせで動作

する可能性がありますが、テストもサポートもされていません。

サポートされていないブラウザ
サポートされていないブラウザでも、Class Collaborateが正しく機能する可能性があり
ます。問題が生じた場合は、ブラウザとオペレーティングシステムを最新のバージョン

にアップデートしてください。アップデートした後も同じ問題が引き続き生じる場合

は、管理者に連絡してClass Collaborate & Supportでケースを送信してもらうことができ
ます。

提供元が独自のブラウザおよびオペレーティングシステムのサポート終了を決めた場

合、Blackboardもそれにならう必要があります。
● Internet Explorerのサポートは、Flashプラグインのサポート終了に伴い、2019年3

月21日に終了しました。

● Windows 7のサポートは、2020年1月でMicrosoftのすべてのサポートが終了された

のに伴い、2021年1月1日に終了します。

● Firefox ESRはサポートされていません。



アプリケーション共有
アプリケーション共有はChrome、Firefox、Microsoft Edge (Chromium)で利用可能です。
プラグインは必要ありません。Safariの安定リリースではまだ利用できません。将来の
Safariの安定リリースで利用可能となる見込みです。
アプリケーション共有はモバイルデバイスとタブレットでは利用できません。画面やア

プリケーションを共有する場合、デスクトップコンピュータを使用する必要がありま

す。

動画
動画を共有する場合、常に動画のプレビューが表示されます。すべてのブラウザ、すべ

てのデバイスで表示されます。

その他の出席者が動画を共有する場合、表示できる動画の数はブラウザとデバイスに応

じて異なります。

● Chrome、Safari、Microsoft Edge (Chromium) :ギャラリービューで最大25の動画

現時点では、iOSまたはiPadOSのSafari®ではギャラリービューを使用できませ

ん。

● Firefox : 2つの動画

● 250超のセッション: 2つの動画

サポートする解像度

● 参加者の動画 :最大640 x 360 (最小320 x 180)

● カメラの共有 :最大1280 x 720 (最小640 x 360)

最適な体験が得られるよう、カメラの共有機能を使用する場合は最大解像度を使

用してください。カメラの共有機能の詳細を確認する。

スクリーンリーダのブラウザサポート
Class Collaborateとスクリーンリーダーの最適な組み合わせは、Windows®システムでは

ChromeTMとJAWSです。Mac®では、Safari®とVoiceOverになります。
● Windows

o ChromeとJAWS

● macOS

o SafariとVoiceOver

o ChromeとVoiceOver (暫定)



Collaborateのブラウザのサポートポリシー
Class Collaborateは、サポートするすべてのブラウザで、一貫したオンライン教育およ
び学習体験が提供されるよう取り組んでいます。

ブラウザのサポート

サポートされているブラウザ

サポートが意味するもの

サポートとは、サポートされているブラウザの最新の2つのバージョンでCollaborateの
リリースをテストし、それらのバージョンにおいてのみエクスペリエンスを検証したこ

とを意味します。

全体では、ブラウザのタイプ、バージョン、コンピュータのOSの組み合わせを考慮し
て、各リリースを多数の設定でテストします。主要ブラウザの最新の2つのバージョン
をサポートすることは、適正なリリースサイクルを維持しつつ設定できる目標です。

バージョンを追加すると、テスト時間がさらに長くなり、すべてのクライアントに機能

をリリースするのが遅れることを意味します。

ほとんどの場合、最新の2つのバージョンよりも古いバージョンでセッションへの参加
は可能ですが、最適なエクスペリエンスを得られない場合があり、そのようなバージョ

ンでのCollaborateの使用は保証できません。

古いバージョンのブラウザを使用するユーザも、問題が発生した場合はサポートリクエ

ストを送信できます。Blackboardサポートチームは、サポートするブラウザで問題の再
現を試み、再現できない場合は、ブラウザを最新のバージョンに更新することをお勧め

します。更新することで問題が解決するでしょう。

バージョンのサポート

ブラウザ全体で一貫したエクスペリエンスを提供する取り組みの一環として、

Collaborateでは、ブラウザの最新の2つの安定したチャネルリリースのみをサポートし
ています。

それより古いバージョンのブラウザは、問題が発生する可能性がありますが、ブラウザ

をリリースした企業がその問題を修正できるとは限りません。



● パフォーマンス :古いバージョンのブラウザは、Collaborateのパフォーマンスに
影響を与える問題が存在する可能性があります。

● セキュリティ :古いバージョンのブラウザは、既知のセキュリティに関する問題
や欠陥が公開されている可能性があります。このような問題が悪用され、私たち

やユーザを危険にさらす可能性があります。

● 旧式の技術 :古いバージョンのブラウザは旧式で、Collaborateが必要とする技術
や機能を備えていない可能性があります。

多くの場合、ブラウザを開発している企業は新しいバージョンで問題を修正し、最終的

に古いバージョンのサポートを終了します。このため、Collaborateではサポートするブ
ラウザについて、最新の2つの安定したバージョンをテストおよび検証しています。

無効なバージョン

特定のケースでは、一部の古いバージョンをあえてCollaborateにアクセスできないよう
にしています。当社はブラウザのアップグレードが教育機関にもたらす作業負荷を理解

しています。当社はこの決定を軽視することなく、できるだけ早めに警告を提供しま

す。これは、ブラウザが深刻な問題を引き起こしている場合にのみ行われます。

● 一貫性のないユーザエクスペリエンス。ユーザは他のブラウザで利用できる重要

な機能を使用できません。

● ユーザがセッションに完全に参加することを妨げる、高い接続切断率。

● 私たちが修正できない、または回避策を見つけられない (ただし新しいバージョ
ンのブラウザでは修正されている)古いブラウザの重要な問題。

● 潜在的なセキュリティリスク。

教育機関全体でブラウザのアップグレードを実施するのは不便かもしれませんが、私た

ちがブラウザをあえて無効にする理由は、最終的にこのブラウザで低品質のユーザエク

スペリエンスがユーザに提供されるのを防ぐためです。



Collaborateを持っていない場合
無料トライアル
Collaborateの無料トライアルに登録します。この30日間無料トライアルではCollaborate
のUltraユーザエクスペリエンスを体験できます。Blackboard Webサイトで登録できます
(英語のみ)。
無料トライアルページでフォームを送信すると、30日間のセッションが作成されます。
その後、約10分以内にセッションへのリンクがメールで送信されます。
すべての30日間セッションは1つの「教育機関」の下に作成されるため、無料トライア
ルのクライアントにはスケジューラへの管理者アクセスは付与されません。つまり、ク

ライアントはセッションの作成やレポートの表示、記録の表示/ダウンロードはできま
せん。セッション中の機能で唯一の「制限」として、無料トライアルのアカウントでは

自分のセッションを記録できません。

無料トライアル期間は30日間を超えて延長することはできません。

詳細情報のリクエスト
詳細情報を入手したい場合、詳細情報ページにアクセスし、フォームに記入してくださ

い (英語版のみ)。



統合
LTI準拠のLMS
Learn 9.1
Learn SaaS



LTI準拠LMSでのCollaborate
LMS/VLEコースではJavaなしの環境を体感できます。
Class Collaborate with the Ultra Experienceは、Learning Tools Interoperability® (LTI、学習支
援ツールの相互運用)に準拠しています。
ユーザは、LTI準拠の学習管理システム (LMS)またはバーチャル学習環境 (VLE)で、各
自のコースからCollaborate (Ultraユーザエクスペリエンス)のセッションに参加すること
ができます。

JavaをインストールしたりJava依存ファイルをデバイスにダウンロードして開いたりす
る必要はありません。 お使いのブラウザの設定に応じて、新しいウィンドウまたはタ
ブでセッションが開きます。

Class Collaborateのローカルサーバへのリンクを行うと、教員はCollaborateを自分のコー
スに追加することができます。教員は、バーチャルの講義、オフィス、ミーティングス

ペースを作成して、学生にさらに協調的かつインタラクティブな学習体験を提供するこ

とができます。

Collaborateを学習管理システム (LMS)と統合する理由
CollaborateをLMSに統合すると、教員と学生は単なる学習ツール相互運用 (LTI)を超え
るエクスペリエンスを享受できます。セッションは安全で、有用で、使いやすくなりま

す。そしてこのエクスペリエンスは、より深い統合を構築し続けることで今後さらに改

善されていきます。

安全かつオープンなセッションにシームレスにアクセスすることで、双方の世界を最大

限に活用できる

コースから参加することで、学生は安全にセッションに参加できます。学生はLMSを
通じて認証され、安全なセッションリンクのみが提供され、使用可能となります。同時

に、教員はゲストリンクを使用して、コースに登録していない同僚や外部の専門家を誰

でもQ&Aセッションに招くことができます。これらのゲストリンクからのアクセスは
いつでも無効にすることができます。

セッションやミーティングにクラスとして参加するのが簡単かつ便利になる

学生はコースから直接Collaborateセッションにアクセスできます。教員が招待状を送る
必要はありません。コースルームはいつでも利用可能です。教員は自らが望まない限

り、セッションを新規に作成する必要がありません。コースに登録しているすべての人

に、セッションへのアクセス権がルームでの正しい権限レベルで自動的に与えられま

す。サインインし直す必要はありません。 
記録が自動的に利用可能となり、セキュリティで保護されたアクセスが可能

セッションの記録が終わると、自動的にコースに投稿されます。セッションの記録は、

デフォルトではコースに登録している人のみ利用可能です。教員はパブリックアクセス

を許可し、記録のリンクを共有することを選択できます。教員は誰が記録にアクセスで

きるかを一目で把握でき、いつでも権限を編集できます。



次のステップに進む準備はできていますか？このページのステップに従って統合をセッ

トアップしてください。

認証資格を取得
学習管理システム (LMS)でClass Collaborate with the Ultra Experienceを使用するには、ま
ずBlackboardに連絡して、自分のインスタンスで利用できるよう有効化し、統合の資格
認証を受け取ります。

Class Collaborate & Supportにケースを送信する (英語のみ)。すべてのフィールドに入力
して次を選択します。

1. [新着情報...]メニューから、[Collaborate]を選択します。

2. [ケースを作成する]を選択します。

3. [アカウント]メニューから、自分の学校のアカウントを選択します。

4. [製品ライン]メニューから[Collaborate]を選択します。

5. [環境]メニューから、自分の学校のCollaborateライセンスを選択します。

6. [トピックを入力]メニューから[Ultraユーザエクスペリエンス]を選択します。

7. [機能領域]メニューから[新規LMS統合資格認証のリクエスト]を選択します。

8. [カテゴリ]メニューから自分の学習管理システムを選択します。

o Blackboard Learn
o LTI統合
o Moodleプラグイン
o Rest API統合

9. [インスタンス]メニューから自分のインスタンスを選択します。

o 運用

o テスト

o 開発

10. [説明]領域でCollaborate Ultraを指定します。

LMSへのリンク
LMSからCollaborateローカルサーバへリンクできます。管理者としてこの作業を行う必
要があります。

提供されているサーバURL、キー、秘密鍵を使用してください。リンクの表示/非表示
のオプションがある場合には、 ユーザがリンクを表示できるかどうか確認してくださ
い。

また、コンテキストID、ユーザID、ユーザ名、ユーザの電子メールアドレスをClass
Collaborate LTIプロバイダに送信するようLMSを設定する必要もあります。



これは単に基本的な指針です。詳細については、LMS文書を参照してください。

LMSでのCollaborateの設定
LTI準拠CollaborateでLMSを設定します。
これらのリンクから、Class Collaborate & Supportの記事 (英語版のみ)にアクセスできま
す。

Moodleのインストールおよび設定の手順 (英語版)
Canvasのインストールおよび設定の手順 (英語版)
D2Lのインストールおよび設定の手順 (英語版)

Collaborateのロゴファイル
CollaborateのロゴをJPGまたはPNGファイル形式でダウンロードできます。
Collaborate Logo files (ZIP)

セッション
教員はセッションを自分のコース内に希望の数だけ作成できます。

モデレータヘルプ内のセッションの作成方法の詳細

コース専用のオープンセッションである[コースルーム]も利用できます。これにより、
教員はLMSおよびVLEコースでのCollaborateのUltraユーザエクスペリエンスの使用が簡
単になります。さらにモデレータおよび参加者は、授業または急なミーティングの開始

ポイントとしても利用できるため便利です。

コースルームはデフォルトではオンですが、オフにも設定できます。詳細については、

「コースルームをオフにする」を参照してください。

教育機関レベルおよびコースレベルで専用コースルームをオフにできます。

● すべての教育機関に対してオフにする方法サポートに連絡して、ご自身の教育機

関全体のコースルームをオフにします。教員および学生はコースルームへのアク

セスも使用もできなくなります。

● 個々のコースに対してオフにする方法 :コースルームの[詳細]メニューを開きま

す。[コースルームをロック]を選択します。学生はセッションを見ることも参加

することもできません。





Blackboard Learn 9.1でのCollaborate
CollaborateをBlackboard Learn LMS (学習管理システム)と
統合する理由
CollaborateをLearnに統合すると、教員と学生は単なる学習ツール相互運用 (LTI)を超え
るエクスペリエンスを享受することができます。セッションは安全で、有用で、使いや

すくなります。そしてこのエクスペリエンスは、より深い統合を構築し続けることで今

後さらに改善されていきます。

安全かつオープンなセッションにシームレスにアクセスすることで、双方の世界を最大

限に活用できる

コースから参加することで、学生は安全にセッションに参加できます。学生はLMSを
通じて認証され、安全なセッションリンクのみが提供され、使用可能となります。同時

に、教員はゲストリンクを使用して、コースに登録していない同僚や外部の専門家を誰

でもQ&Aセッションに招くことができます。これらのゲストリンクからのアクセスは
いつでも無効にすることができます。

セッションやミーティングにクラスとして参加するのが簡単かつ便利になる

学生はコースから直接Collaborateセッションにアクセスできます。教員が招待状を送る
必要はありません。コースルームはいつでも利用可能です。教員は自らが望まない限

り、セッションを新規に作成する必要がありません。コースに登録しているすべての人

に、セッションへのアクセス権がルームでの正しい権限レベルで自動的に与えられま

す。サインインし直す必要はありません。また、教員は出欠の追跡を自動化することが

できます。

統合により、教員はCollaborateとコースとの間で出欠の追跡を自動化することによ
り、管理の時間を節約できます。

教員は、何をもって学生を出席、遅刻、欠席とするかを決めます。次にCollaborateは出
欠の追跡を行い、その情報をコースの[出欠]ページに送信してレビューと評価を行いま
す。

記録が自動的に利用可能となり、セキュリティで保護されたアクセスが可能

セッションの記録が終わると、自動的にコースに投稿されます。セッションの記録は、

デフォルトではコースに登録している人のみ利用可能です。教員はパブリックアクセス

を許可し、記録のリンクを共有することを選択できます。教員は誰が記録にアクセスで

きるかを一目で把握でき、いつでも権限を編集できます。

コースグループに基づいてブレークアウトグループを作成

Blackboard Learnのコースで作成されたグループは、コースのCollaborateセッションでブ
レークアウトのために利用できます。教員は既存のコースグループを使用して事前にブ

レークアウトグループを作成することで、時間を節約できます。既存の学生のコラボ

レーションを基に構築します。この統合により、教員が余分な作業を行わずに学生が同

じグループに留まることができます。Collaborateセッションでは、教員が同じように柔



軟に作業でき、Learnのグループに影響を与えることなく必要に応じてグループを調整
できます。たとえば、グループ間で出席者のバランスを取ることができます。

CollaborateとBlackboard Learnとのグループ統合は、SaaS導入環境で利用可能です。次の
両方のエクスペリエンスに適用されます :

● 元のコースエクスペリエンスのグループセット (スタンドアロングループ以外)

● Ultraコースエクスペリエンスのコースレベルグループ

Learnコースでのグループコラボレーションにツールを利用する
コース内の作業グループでは、教員が望む場合、Collaborateを独自のツールで使用でき
ます。最終的に、コースの学生に独自のプライベートグループスペースを与え、グルー

プのツールでミーティングを行えるようにします。グループセッションは自己管理とな

り、学生がオンラインでプレゼンテーション練習を行うのに最適です。教員による作業

はグループスペースを利用可能にすることだけです。

● Learnの元のユーザエクスペリエンスでは、Collaborateは各グループに独自のプラ

イベートルームを用意するグループツールとしても使えます。

● LearnのUltraコースのエクスペリエンスでは、グループ課題で会話をアクティブ

にして、学生が掲示板とプライベートのCollaborateルームを使えるようにできま

す。さらに、グループの誰かがすでにルームにいるときにはその旨が通知されま

す。

統一されたデータプラットフォーム

Learn SaaSの教育機関は、Blackboard Dataを活用して、LearnやCollaborateなどのツール
間で学習データを把握することができます。Blackboard Dataの統一された標準データモ
デルによって、基本データセットにアクセスして探索し、エコシステム全体からの情報

を組み合わせた見識を得ることができます。

開発者層では、教育機関のデータに基づいてカスタマイズしたクエリと分析を作成でき

ます。

レポート層では、事前構成済みの一連のレポートが提供されます。これらのレポート

は、Blackboardツールで実施された学習活動を示し、使用と導入に関する質問の解決に
役立ちます。

次のステップに進む準備はできていますか？このページのステップに従って統合をセッ

トアップしてください。

認証資格を取得
学習管理システム (LMS)でClass Collaborate with the Ultra Experienceを使用するには、ま
ずBlackboardに連絡して、自分のインスタンスで利用できるよう有効化し、統合の資格
認証を受け取ります。

Class Collaborate & Supportにケースを送信する (英語のみ)。すべてのフィールドに入力
して次を選択します。

1. [新着情報...]メニューから、[Collaborate]を選択します。



2. [ケースを作成する]を選択します。

3. [アカウント]メニューから、自分の学校のアカウントを選択します。

4. [製品ライン]メニューから[Collaborate]を選択します。

5. [環境]メニューから、自分の学校のCollaborateライセンスを選択します。

6. [トピックを入力]メニューから[Ultraユーザエクスペリエンス]を選択します。

7. [機能領域]メニューから[新規LMS統合資格認証のリクエスト]を選択します。

8. [カテゴリ]メニューから自分の学習管理システムを選択します。

o Blackboard Learn
o LTI統合
o Moodleプラグイン
o Rest API統合

9. [インスタンス]メニューから自分のインスタンスを選択します。

o 運用

o テスト

o 開発

10. [説明]領域でCollaborate Ultraを指定します。

Class Collaborate Ultra Building Blockを設定
Class Collaborate Ultra Building Blockは、Learning Tools Interoperability® (LTI、学習支援
ツールの相互運用)準拠の認証資格を使用します。このBuilding Blockをインストールし
た後、新しい認証資格をリクエストする必要があります。以前にLTI統合を使用して
Blackboard LearnインスタンスにCollaborateを追加したことがある場合は、その認証資格
を再利用することができます。

1. [管理者ツール]、[Building Blocks]、[インストールされているツール]に移動しま

す。

2. [Class Collaborate Ultra]を見つけて[設定]を選択します。

3. [Web会議の設定]を選択します。

4. [Collaborateサービスの設定]情報にBlackboardから入手した情報を入力します。

5. ［送信］を選択します。

6. Building Blockを設定後、オンにします。

Collaborateをオンにする
Collaborateを設定したらオンにします。

1. [管理者パネル]から[ツール]を選択します。

2. [Class Collaborate]または[Class Collaborate Ultra]を探します。



3. コースおよび必要に応じてコミュニティツールをオンにします。

コースでルームをオンにした後、教員またはそれ以上のロールを持つ人が、他のコース

ユーザの初回アクセス時にそれらのユーザに対してルームを利用できるようにします。

コースの開催中、ルームは常に開かれています。

Blackboard Learnコースでのツールの制御の詳細

出欠レポート
出欠レポートは終了の日付と時刻のあるセッションでのみ利用可能です。コースルーム

内では出欠は追跡されません。

Collaborateが出欠を取ります。Blackboard Learnの教員は、出欠を手動で追跡せずに
Collaborateセッションをホストすることができます。
管理者と教員が設定する項目に基づいて、学生がセッションに出席しているか、遅刻し

たか、欠席したかをCollaborateが追跡します。Collaborateは、その情報を該当する
Blackboard Learnコースの[出欠]ページに直接送信します。
Collaborateセッションの出欠情報は、コースの各学生の平均出欠にカウントされます。
また、学生の成績計算にも使用できます。

出欠レポートの設定

出欠レポートを使用する前に、システムでClass Collaborate Ultra Building Blockを有効に
して設定する必要があります。Learnの各インスタンスに、一意のCollaborate利用者ア
カウントも必要です。Collaborate利用者アカウントをステージング環境と本番環境の間
で共有する場合は、追加のCollaborate利用者アカウントをリクエストする必要がありま
す。

出欠レポートを使用するには、クラウドサイトIDを登録し、出欠レポート機能を有効
にする必要があります。

1. [管理者ツール]から、[Building Blocks]、[インストールされているツール]の順に

選択します。

2. [Class Collaborate Ultra]を見つけて[設定]を選択します。

3. [クラウドサイトIDの登録]を選択します。

4. [登録]、[送信]の順に選択します。

5. [出欠設定]を選択します。

6. [出欠のレポート]チェックボックスを選択します。

これにより、教員はセッション内で出欠レポート機能を使用できるようになりま

す。教員は、出欠を追跡するセッションそれぞれにこの機能を使用するよう、引

き続き選択する必要があります。詳細については、教員向けの出欠レポートのヘ

ルプを参照してください。

7. 必要に応じて、出欠しきい値を編集します。この出欠しきい値はロックされてい

ないため、教員は、セッション内で値を変更できます。

o 次の時間を過ぎると遅刻 :入力した分数が経過した後でセッションに参加

した出席者は、遅刻とみなされます。デフォルトでは、予定された開始時



刻から5分以上 (最大20分)遅れてセッションに参加した場合、遅刻となり

ます。5分を1秒でも過ぎると、遅刻とみなされます。

o 次の時間を過ぎると欠席 :入力した分数が経過した後でセッションに参加

した出席者は、欠席とみなされます。デフォルトでは、予定された開始時

刻から20分以上遅れてセッションに参加した場合、欠席となります。20

分を1秒でも過ぎると、欠席とみなされます。

o セッションの所要時間 :出席とみなされるには、選択したパーセンテージ

以上の時間、出席者はセッションに参加する必要があります。デフォルト

では、セッション実行時間の半分以上参加することで、出席とみなされま

す。

8. ［送信］を選択します。

Blackboard Learnでの出欠の詳細

よくある質問
すでに持っているClass Collaborate Building Blockの認証資格を、新しいClass
Collaborate Ultra Building Blockに再利用できますか？
いいえ、新しい認証資格が必要です。

LTIをBlackboard LearnでのCollaborate Ultraで使用していますが、今持っているLTI認証
資格を新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで使えますか？
はい。お持ちのLTI認証資格は、新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで使えま
す。

Class CollaborateとClass Collaborate Ultra Building Blockを同時に使えますか？
はい。それぞれは独立しています。

自分のUltraセッションと記録を、Class Collaborate Building BlockからClass Collaborate
Ultra Building Blockへ移動できますか？
いいえ。しかし、Class Collaborate Building Blockを同時に使えるので、そこに保存され
ている記録を利用できます。

教員がセッションをホストする際にClass Collaborate Building Blockを使用できないよう
にしたいが、その記録は利用できるようにしたいという場合は、Class Collaborate
Building Blockを[記録のみ]に変更します。 
記録の有効化に関する詳細

自分のUltraセッションと記録をUltra LTIからClass Collaborate Ultra Building Blockに移
動することはできますか？

はい。新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで、Ultra LTIセッションおよび記録を
見ることができます。

新しいClass Collaborate Ultra Building Blockではマイルームを持てますか？
いいえ。新しいコースルームがあり、新しいセッションを作成することができます。



Class Collaborate Ultra Building Blockのセッションのスケジュール設定についての情報
はどこで見つかりますか？

セッションのスケジュール方法についてのモデレータ向け情報



Blackboard Learn SaaSでのCollaborate
CollaborateをBlackboard Learn LMS (学習管理システム)と
統合する理由
CollaborateをLearnに統合すると、教員と学生は単なる学習ツール相互運用 (LTI)を超え
るエクスペリエンスを享受することができます。セッションは安全で、有用で、使いや

すくなります。そしてこのエクスペリエンスは、より深い統合を構築し続けることで今

後さらに改善されていきます。

安全かつオープンなセッションにシームレスにアクセスすることで、双方の世界を最大

限に活用できる

コースから参加することで、学生は安全にセッションに参加できます。学生はLMSを
通じて認証され、安全なセッションリンクのみが提供され、使用可能となります。同時

に、教員はゲストリンクを使用して、コースに登録していない同僚や外部の専門家を誰

でもQ&Aセッションに招くことができます。これらのゲストリンクからのアクセスは
いつでも無効にすることができます。

セッションやミーティングにクラスとして参加するのが簡単かつ便利になる

学生はコースから直接Collaborateセッションにアクセスできます。教員が招待状を送る
必要はありません。コースルームはいつでも利用可能です。教員は自らが望まない限

り、セッションを新規に作成する必要がありません。コースに登録しているすべての人

に、セッションへのアクセス権がルームでの正しい権限レベルで自動的に与えられま

す。サインインし直す必要はありません。また、教員は出欠の追跡を自動化することが

できます。

統合により、教員はCollaborateとコースとの間で出欠の追跡を自動化することによ
り、管理の時間を節約できます。

教員は、何をもって学生を出席、遅刻、欠席とするかを決めます。次にCollaborateは出
欠の追跡を行い、その情報をコースの[出欠]ページに送信してレビューと評価を行いま
す。

記録が自動的に利用可能となり、セキュリティで保護されたアクセスが可能

セッションの記録が終わると、自動的にコースに投稿されます。セッションの記録は、

デフォルトではコースに登録している人のみ利用可能です。教員はパブリックアクセス

を許可し、記録のリンクを共有することを選択できます。教員は誰が記録にアクセスで

きるかを一目で把握でき、いつでも権限を編集できます。

コースグループに基づいてブレークアウトグループを作成

Blackboard Learnのコースで作成されたグループは、コースのCollaborateセッションでブ
レークアウトのために利用できます。教員は既存のコースグループを使用して事前にブ

レークアウトグループを作成することで、時間を節約できます。既存の学生のコラボ

レーションを基に構築します。この統合により、教員が余分な作業を行わずに学生が同

じグループに留まることができます。Collaborateセッションでは、教員が同じように柔



軟に作業でき、Learnのグループに影響を与えることなく必要に応じてグループを調整
できます。たとえば、グループ間で出席者のバランスを取ることができます。

CollaborateとBlackboard Learnとのグループ統合は、SaaS導入環境で利用可能です。次の
両方のエクスペリエンスに適用されます :

● 元のコースエクスペリエンスのグループセット (スタンドアロングループ以外)

● Ultraコースエクスペリエンスのコースレベルグループ

Learnコースでのグループコラボレーションにツールを利用する
コース内の作業グループでは、教員が望む場合、Collaborateを独自のツールで使用でき
ます。最終的に、コースの学生に独自のプライベートグループスペースを与え、グルー

プのツールでミーティングを行えるようにします。グループセッションは自己管理とな

り、学生がオンラインでプレゼンテーション練習を行うのに最適です。教員による作業

はグループスペースを利用可能にすることだけです。

● Learnの元のユーザエクスペリエンスでは、Collaborateは各グループに独自のプラ

イベートルームを用意するグループツールとしても使えます。

● LearnのUltraコースのエクスペリエンスでは、グループ課題で会話をアクティブ

にして、学生が掲示板とプライベートのCollaborateルームを使えるようにできま

す。さらに、グループの誰かがすでにルームにいるときにはその旨が通知されま

す。

統一されたデータプラットフォーム

Learn SaaSの教育機関は、Blackboard Dataを活用して、LearnやCollaborateなどのツール
間で学習データを把握することができます。Blackboard Dataの統一された標準データモ
デルによって、基本データセットにアクセスして探索し、エコシステム全体からの情報

を組み合わせた見識を得ることができます。

開発者層では、教育機関のデータに基づいてカスタマイズしたクエリと分析を作成でき

ます。

レポート層では、事前構成済みの一連のレポートが提供されます。これらのレポート

は、Blackboardツールで実施された学習活動を示し、使用と導入に関する質問の解決に
役立ちます。

次のステップに進む準備はできていますか？このページのステップに従って統合をセッ

トアップしてください。

認証資格を取得
学習管理システム (LMS)でClass Collaborate with the Ultra Experienceを使用するには、ま
ずBlackboardに連絡して、自分のインスタンスで利用できるよう有効化し、統合の資格
認証を受け取ります。

Class Collaborate & Supportにケースを送信する (英語のみ)。すべてのフィールドに入力
して次を選択します。

1. [新着情報...]メニューから、[Collaborate]を選択します。



2. [ケースを作成する]を選択します。

3. [アカウント]メニューから、自分の学校のアカウントを選択します。

4. [製品ライン]メニューから[Collaborate]を選択します。

5. [環境]メニューから、自分の学校のCollaborateライセンスを選択します。

6. [トピックを入力]メニューから[Ultraユーザエクスペリエンス]を選択します。

7. [機能領域]メニューから[新規LMS統合資格認証のリクエスト]を選択します。

8. [カテゴリ]メニューから自分の学習管理システムを選択します。

o Blackboard Learn
o LTI統合
o Moodleプラグイン
o Rest API統合

9. [インスタンス]メニューから自分のインスタンスを選択します。

o 運用

o テスト

o 開発

10. [説明]領域でCollaborate Ultraを指定します。

Class Collaborate Ultra Building Blockを設定
Class Collaborate Ultra Building Blockは、Learning Tools Interoperability® (LTI、学習支援
ツールの相互運用)準拠の認証資格を使用します。このBuilding Blockをインストールし
た後、新しい認証資格をリクエストする必要があります。以前にLTI統合を使用して
Blackboard LearnインスタンスにCollaborateを追加したことがある場合は、その認証資格
を再利用することができます。

1. [管理者ツール]、[Building Blocks]、[インストールされているツール]に移動しま

す。

2. [Class Collaborate Ultra]を見つけて[設定]を選択します。

3. [Web会議の設定]を選択します。

4. [Collaborateサービスの設定]情報にBlackboardから入手した情報を入力します。

5. ［送信］を選択します。

6. Building Blockを設定後、オンにします。

Collaborateをオンにする
Collaborateを設定したらオンにします。

1. [管理者パネル]から[ツール]を選択します。

2. [Class Collaborate]または[Class Collaborate Ultra]を探します。



3. コースおよび必要に応じてコミュニティツールをオンにします。

コースでルームをオンにした後、教員またはそれ以上のロールを持つ人が、他のコース

ユーザの初回アクセス時にそれらのユーザに対してルームを利用できるようにします。

コースの開催中、ルームは常に開かれています。

Blackboard Learnコースでのツールの制御の詳細

出欠レポート
出欠レポートは終了の日付と時刻のあるセッションでのみ利用可能です。コースルーム

内では出欠は追跡されません。

Collaborateが出欠を取ります。Blackboard Learnの教員は、出欠を手動で追跡せずに
Collaborateセッションをホストすることができます。
管理者と教員が設定する項目に基づいて、学生がセッションに出席しているか、遅刻し

たか、欠席したかをCollaborateが追跡します。Collaborateは、その情報を該当する
Blackboard Learnコースの[出欠]ページに直接送信します。
Collaborateセッションの出欠情報は、コースの各学生の平均出欠にカウントされます。
また、学生の成績計算にも使用できます。

出欠レポートの設定

出欠レポートを使用する前に、システムでClass Collaborate Ultra Building Blockを有効に
して設定する必要があります。Learnの各インスタンスに、一意のCollaborate利用者ア
カウントも必要です。Collaborate利用者アカウントをステージング環境と本番環境の間
で共有する場合は、追加のCollaborate利用者アカウントをリクエストする必要がありま
す。

出欠レポートを使用するには、クラウドサイトIDを登録し、出欠レポート機能を有効
にする必要があります。

1. [管理者ツール]から、[Building Blocks]、[インストールされているツール]の順に

選択します。

2. [Class Collaborate Ultra]を見つけて[設定]を選択します。

3. [クラウドサイトIDの登録]を選択します。

4. [登録]、[送信]の順に選択します。

5. [出欠設定]を選択します。

6. [出欠のレポート]チェックボックスを選択します。

これにより、教員はセッション内で出欠レポート機能を使用できるようになりま

す。教員は、出欠を追跡するセッションそれぞれにこの機能を使用するよう、引

き続き選択する必要があります。詳細については、教員向けの出欠レポートのヘ

ルプを参照してください。

7. 必要に応じて、出欠しきい値を編集します。この出欠しきい値はロックされてい

ないため、教員は、セッション内で値を変更できます。

o 次の時間を過ぎると遅刻 :入力した分数が経過した後でセッションに参加

した出席者は、遅刻とみなされます。デフォルトでは、予定された開始時



刻から5分以上 (最大20分)遅れてセッションに参加した場合、遅刻となり

ます。5分を1秒でも過ぎると、遅刻とみなされます。

o 次の時間を過ぎると欠席 :入力した分数が経過した後でセッションに参加

した出席者は、欠席とみなされます。デフォルトでは、予定された開始時

刻から20分以上遅れてセッションに参加した場合、欠席となります。20

分を1秒でも過ぎると、欠席とみなされます。

o セッションの所要時間 :出席とみなされるには、選択したパーセンテージ

以上の時間、出席者はセッションに参加する必要があります。デフォルト

では、セッション実行時間の半分以上参加することで、出席とみなされま

す。

8. ［送信］を選択します。

Blackboard Learnでの出欠の詳細

よくある質問
すでに持っているClass Collaborate Building Blockの認証資格を、新しいClass
Collaborate Ultra Building Blockに再利用できますか？
いいえ、新しい認証資格が必要です。

LTIをBlackboard LearnでのCollaborate Ultraで使用していますが、今持っているLTI認証
資格を新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで使えますか？
はい。お持ちのLTI認証資格は、新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで使えま
す。

Class CollaborateとClass Collaborate Ultra Building Blockを同時に使えますか？
はい。それぞれは独立しています。

自分のUltraセッションと記録を、Class Collaborate Building BlockからClass Collaborate
Ultra Building Blockへ移動できますか？
いいえ。しかし、Class Collaborate Building Blockを同時に使えるので、そこに保存され
ている記録を利用できます。

教員がセッションをホストする際にClass Collaborate Building Blockを使用できないよう
にしたいが、その記録は利用できるようにしたいという場合は、Class Collaborate
Building Blockを[記録のみ]に変更します。 
記録の有効化に関する詳細

自分のUltraセッションと記録をUltra LTIからClass Collaborate Ultra Building Blockに移
動することはできますか？

はい。新しいClass Collaborate Ultra Building Blockで、Ultra LTIセッションおよび記録を
見ることができます。

新しいClass Collaborate Ultra Building Blockではマイルームを持てますか？
いいえ。新しいコースルームがあり、新しいセッションを作成することができます。



Class Collaborate Ultra Building Blockのセッションのスケジュール設定についての情報
はどこで見つかりますか？

セッションのスケジュール方法についてのモデレータ向け情報



セッションの管理
スケジューラセッションのリストから、[セッションの作成]を選択します。[セッション
の作成]パネルは、タブで編成されています。
表示されるタブは、セッションをコース内から作成するかどうかによって異なります。

セッションを作成する上で必要となるのはイベントの詳細だけです。その他のタブはオ

プションです。

●

 イベントの詳細 :セッションに必要な基本情報。イベントの詳細の詳細。

●

 招待メール :必要に応じて、特定の出席者に招待メールを送信します。招待メー

ルの詳細。

この機能は、スケジューラWebページからのみ利用できます。LMSコース内から
招待メールを送信することはできません。

●

 セッションの設定 :必要に応じて、ユーザが記録のダウンロード、音声または動

画の共有、チャットメッセージの投稿などができるかどうかを決定します。セッ

ションの設定の詳細。

●

 出欠記録 :必要に応じて、セッションの出欠データをBlackboard Learnコースと共

有します。出欠記録の詳細。

この機能はBlackboard Learnでのみ利用できます。

イベントの詳細
イベントの詳細には、セッションの名前、日付、時刻が含まれています。セッション

が、無期限か繰り返しかを決定します。

12時間を超えるセッションは接続が切断されます。また、記録も8時間に制限されてい
ます。

名前は、出席者がセッションの目的を把握できるような意味のあるものにします。

Collaborateでは、セッションの開始および終了時間にコンピュータのローカルタイム
ゾーンを使用します。

[イベントの詳細]タブからゲストアクセスを許可することもできます。

繰り返しセッションの編集

繰り返しセッションは、シリーズ内の最初のセッションに基づいています。シリーズ全

体の時間を変更するには、最初のオカレンスで更新を行います。また、個々のオカレン

スを更新することもできます。

1. スケジューラから、繰り返しセッションを見つけます。

2. セッションを展開して、すべてのオカレンスを表示します。



3. [セッションのオプション]メニューを選択し、[オカレンスの編集]を選択しま

す。

4. オカレンスを編集して保存します。

非常に長時間実行されているセッションは自動的に接続が切断されます

デフォルトでは、12時間を超えるセッションは接続が切断されます。セッションは終了
日なしも含めて任意の長さにスケジュールすることができますが、一度に12時間を超え
てセッションに留まることは通常ありません。それは意図されていないものと見なし、

ルームを切断します。出席者は必要であればセッションに再度参加できます。

ゲストのアクセス
ゲストは、セッションに参加するために、セッションへのサインインやコース登録の必

要がない出席者です。ゲストには認証が必要ありません。

ゲストアクセスを許可すると、セッションのゲストリンクが利用可能になります。この

リンクは、リンクを持っている人なら誰でも使用し、共有できるパブリックリンクで

す。ゲストリンクを持っていれば誰でもセッションに参加できます。

ゲストアクセスは、認証された出席者にアクセスを制限するため、デフォルトでオフに

なっています。セッションの安全性を保ちたい場合は、ゲストリンクを使用しないでく

ださい。

セッションのセキュリティの詳細

ゲストアクセスを許可した後、ゲストに与えたい権限に基づいて、ゲストのロールを選

択します。ゲストにロールを割り当てる前に、各ロールとその権限の違いを確認してく

ださい。

ロールおよび権限に関する詳細

出席者にセッションへのテレカンファレンスを許可している場合、匿名ダイヤルイン情

報も利用できます。ゲストリンクと同様に、ダイヤルイン情報を知っている人であれば

誰でも使用できます。匿名なので、出席者が誰であるかはわかりません。セッションの

安全性を保ちたい場合は、匿名ダイヤルイン情報を共有しないでください。その場合で

も参加者はテレカンファレンスできますが、認証に使用するダイヤルイン情報が必要で

す。

Collaborateテレカンファレンスの詳細
ゲストアクセスの削除

ゲストアクセスを許可したものの、後で気が変わった場合は、セッションの[イベント
の詳細]タブの[ゲストアクセス]チェックボックスをクリアします。共有されていたゲス
トリンクがすべて機能しなくなります。ゲストリンクが使用できないだけで、セッショ

ンは引き続きアクティブです。出席者は、コースまたは招待メールから参加する必要が

あります。



セッションの設定
[セッションの設定]では、セッションで許可するものを制御できます。一部の設定は、
セッションを開始する前に設定する必要があります。それ以外の設定は、セッションの

開始前、またはセッション中にいつでも変更できます。

セッション開始前に行う設定
設定のほとんどはセッション中いつでも変更できますが、一部はセッション開始前に設

定しておく必要があります。

● ゲストのアクセス

● 既定の参加者ロール

● チャットのメッセージを匿名にする

● セッションの電話通信を有効化

● プライベートチャット設定

● 不適切な表現のフィルタ

● 250人以上の参加を許可する

この大規模セッションのオプションが表示されない場合は、ご利用の統合で同オ

プションが利用できない設定になっている可能性があります。この設定は、管理

者が変更できます。

セッション中に変更できる設定
一部の設定は、セッション中に変更できます。セッション中に設定を変更するには、

[Collaborate]パネルを開いて、[設定]を選択し、[セッションの設定]を開きます。
● 優先言語を選択する

● モデレータのプロフィール画像のみを表示

● ギャラリービュー

● 参加者の権限

既定の参加者ロール
デフォルトでは、すべての人が参加者としてセッションに参加します。セッション所有

者とコースの教員は、モデレータとして参加します。[規定の参加者ロール]メニューを
使用して、ゲストおよび学生のデフォルト設定を変更します。 
セッション中にデフォルト設定を変更することはできません。ただし、セッションの終

了日がない場合は、次にセッションを使用する前にデフォルト設定を変更することがで

きます。

デフォルト設定を変更する前に、各ロールとその権限の違いを確認してください。

ロールおよび権限に関する詳細



記録
モデレータはセッションを記録し、共有することができます。記録はMP4ファイルとし
て保存されます。ユーザは記録をストリーミングしたり、ダウンロードして見ることが

できます。音声や動画、セッション中に共有されるその他のコンテンツも記録可能で

す。セッション中に使用されるリアルタイム字幕やサブタイトルのキャプチャも可能で

す。セッションで使用された字幕が複数ある場合には、最初のものが記録されます。

Class Collaborate & Supportの記録ストレージの詳細 (英語版のみ)
モデレータの記録の詳細

セッションの記録の設定

● 記録のダウンロードを許可する :セッション所有者の場合は、記録をダウンロー

ドするためにこのオプションをオンにする必要はありません。セッション所有

者、コースの教員、および管理者は常に記録をダウンロードできます。[記録の

ダウンロードを許可する]チェックボックスを使用すると、他のユーザも記録を

ダウンロードできるようになります。参加者や学生が記録をダウンロードできる

ようにするには、このオプションを選択します。 

この設定は、セッションの終了後にオンにすることができます。セッションが終

了している場合は、セッションの終了日を現在または将来の日付に変更して、

[保存]を選択します。
Collaborate Downloader Chrome拡張機能を使用すると、[記録のダウンロードを許
可する]チェックボックスが選択されていない場合でも記録をダウンロードでき
ます。

● チャットのメッセージを匿名にする :セッション中に投稿されるチャットメッ

セージは、記録では匿名の投稿として表示されます。このオプションは事前に計

画し、セッションを記録する前にオンにする必要があります。記録が開始される

と、変更できなくなります。このオプションは元に戻せません。

優先言語を選択する
これまで、Collaborateではブラウザに設定された既定の言語が使用されていましたが、
それは優先言語でない場合がありました。現在は、[セッションの設定]でCollaborateで
サポートされているどの言語でもセッション中の既定の言語として選択できるようにな

りました。選択内容は次のセッションのために、このデバイス上でこのブラウザによっ

て記憶されます。

このリリースによりセキュリティを向上させるために、BlackboardではCollaborate統合
のセキュリティを強化する製品の変更を実装します。この変更はスケジュールされたリ

リース期間内に、リリースの一部として自動的に展開されます。

モデレータのみにプロフィール画像を表示する



セッションを安全な状態に保ち、不適切なプロフィール画像を避けるには、モデレータ

にのみ表示されるようにします。これを選択すると、セッションのどこにも参加者のプ

ロフィール画像は表示されません。これには出席者リスト、チャット、ブレークアウト

グループ、メインステージが含まれます。代わりに、参加者にはデフォルトのアバター

が表示されます。

ギャラリービュー
ギャラリービューでは、ほとんどの学生を一度に表示することができます。このビュー

では、1ページに最大25人の出席者を表示できます。ページ上に表示する動画として、
非言語による視覚的なフィードバックも十分に確認できる最適な数は25です。
[ギャラリービュー]設定で、下記のいずれかに決定します。

● セッションにいる全員がギャラリービューを使用できる

● モデレータのみがギャラリービューを使用できる

● ギャラリービューを全員に対して無効にする

ギャラリービューを無効にすると、最大4つの動画が表示されます。出席者は、それ以
上表示することを選択できません。

参加者の権限
参加者が250人未満のセッションの場合、デフォルトではすべての参加者の権限がオン
に設定されています。参加者は音声や動画の共有、チャットメッセージの投稿、ホワイ

トボードとファイルへの描画を実行できます。いずれかのチェックボックスをクリアす

ると、その権限をオフにできます。

セッションの前またはセッション中に、いつでも参加者の権限を変更できます。これら

の設定は、すべての参加者に対して権限をオンまたはオフにします。1人の参加者の権
限だけを変更することはできません。特定の参加者に異なる権限を与えたい場合は、そ

の参加者のロールを変更します。

参加者の権限を変更しても、モデレータとプレゼンタの権限には影響しません。

より大規模なセッションの場合、すべての参加者の権限はデフォルトでオフに設定され

ており、変更できません。詳細については、ウェビナーモードの設定をご覧ください。

セッションの電話通信を有効化
[電話によるセッションへの参加を参加者に許可する]を選択して、参加者がセッション
のテレカンファレンスにダイヤルインできるようにします。電話でセッションに参加で

きるのは最大25名です。ダイヤルインによる出席者が最大数に達した場合、それ以上は
電話参加できません。

セッション中は、この設定を変更することはできません。参加者がダイヤルインできる

ようにするには、セッションの開始前にこのチェックボックスを選択します。

Collaborateテレカンファレンスの詳細



プライベートチャット設定
参加者間のプライベートチャットは、デフォルトでオンに設定されていますが、使用方

法を制限することができます。

● 参加者はモデレータのみとチャットできる : 選択すると、参加者はモデレータの
みと個人的にチャットができます。選択しなければ、参加者はセッション内の誰

とでも個人的にチャットできます。

● モデレータはすべてのプライベートチャットを監視する : 選択すると、モデレー
タには出席者間のプライベートチャットチャンネルでの発言がすべて表示されま

す。チャットが監視されていることを出席者に知らせる警告が、プライベート

チャットチャンネルの上部に表示されます。選択しなければ、モデレータはプラ

イベートチャットチャンネルを見ることができません。

プライベートチャットの詳細

フリーダイヤル番号の使用
学生の長距離通話料金を節約して、セッションでのダイヤルイン用のフリーダイヤル番

号を追加します。フリーダイヤル番号の所有者が代わりに料金を負担します。

Collaborateではフリーダイヤル番号を提供しません。フリーダイヤル番号を持っていな
い場合は、Toll-Free Forwardingなどのサービスから購入できます。 

1. フリーダイヤル番号をCollaborateのダイヤルイン電話番号の1つに転送するよう

に設定します。

2. Class Collaborate & Supportで、セッションユーザインターフェイス内の番号をフ

リーダイヤル番号に置き換えるリクエストを送信します。

チャットの不適切な表現のフィルタ
誰かがチャットで不適切な言葉を使用した場合、その言葉はライブセッションと記録の

両方で排除され、一連の星印に置き換えられます。

この不適切な表現のフィルタは、人種/国籍、性の自認/表現に関してよく用いられる差
別的な言葉や、体の部位や性的行動に対する軽蔑的な表現の一部を除外します。英語、

フランス語、スペイン語に対応しています。幼稚園小中高等学校での使用を想定してい

ます。デフォルトでは、機能は無効となっています。言葉という特性上、Blackboardは
このようなリストが万全ではないこと、リストに収録されている語彙に過不足があるこ

とは理解しています。

モデレータは[セッション設定]から機能をオンにすることができます。
1. [チャットメッセージで不適切な表現を非表示にする]の横にあるチェックボック

スを選択します。

2. 現在のセッションを終了します。



3. 新しいセッションを開始すると、変更した設定が適用されます。変更は、その後

のセッション記録にも適用されます。

セッションをリロードするだけでは不十分です。

ウェビナーモードをオンにする
モデレータアクセス (クラスルーム)ライセンスのクライアントは、ウェビナーモード
を使用できません。ウェビナーモードは、デパートメントライセンスおよびエンタープ

ライズライセンスのクライアントで使用できます。ライセンスまたはアップグレードに

関するご質問は、Blackboard Account Executiveにお問い合わせください。
セッションをウェビナーモードに変更すると、最大500人の出席者に対応できます。よ
り多くの出席者を管理できるようにするため、ウェビナーセッションには以下の制限が

あります。

● ウェビナーセッションの長さは24時間を超えることはできません

● 出席者は最大2つの動画を同時に表示できます

● ゲストには参加者ロールを割り当てる必要があります

● 参加者権限はオフになっています。

モデレータは、セッション中にチャットをオンにできます。

● ブレークアウトグループは使用できません

● 予定された終了時刻にセッションが終了し、出席者が削除されます

セッションをウェビナーモードで作成するには、[セッションの設定]に移動して[250人
以上の参加を許可する]を選択します。オプションが[セッションの設定]に表示されない
場合は、Class Collaborate & Supportでオプションをオンにするリクエストを送信してく
ださい。

出席者の招待
次の2つの方法でユーザを招待できます。

● パブリックゲストリンクを送信する

● 個人招待メールを送信する

学習管理システム (LMS)コースのセッションに招待メールを送信することはできませ
ん。コースに登録している人は全員セッションにアクセスできます。コースに登録して

いない人を招待したい場合は、ゲストリンクを送信します。

出席者の招待方法の詳細

出席者の一括招待
コンマ区切り (CSV)ファイルを作成して、最大500人の出席者を一度に招待することが
できます。



Collaborateセッションでは、一度に250人の出席者がサポートされます。管理者がウェ
ビナーモードをオンにすると、最大500人の出席者の大規模セッションをサポートでき
ます。セッションでサポートされる人数を上回る出席者を招待すると、招待者全員が参

加することはできません。

まずはCSVファイルを作成します。CSVファイルを500人の出席者に制限します。CSV
ファイルには、次のフィールドを以下の順序で使用し、列ヘッダを以下のように記入す

る必要があります。

● displayName (必須)

● email (必須)

● role (任意)

o moderator

o presenter

o participant

role (ロール)を空白にした場合、participant (参加者)がデフォルトで割り当てら
れます。

CSVの列ヘッダは、ここで示したとおり正確に記入する必要があります。たとえば、
"Display Name"ではなく "displayName"を使用します。また、ヘッダは英語で記入する
必要があります。翻訳されたヘッダは機能しません。

ファイルのアップロード

1. [セッションの設定]で[招待メール]を選択します。

2. [参加者をインポート]を選択します。

3. [新しい参加者を検索]を選択し、該当するCSVファイルを参照して[アップロード]

を選択します。

4. 問題がなければ、[確認]を選択して参加者のアップロードを終了します。エラー

がある場合は、CSVファイル上で修正してから、ファイルをもう一度アップロー

ドします。

5. [セッションに追加]を選択します。

6. [保存]を選択して招待メールを送信します。

レポート
管理者、マネージャ、およびモデレータは、スケジューラからレポートを表示できま

す。

レポートの詳細





セッションのセキュリティ

セッションの安全性を保ち、妨害されないようにしますか？これらのベストプラクティ

スに従ってください。

参加者の権限を制限します

権限を制限すれば、秩序を乱す参加者の望ましくない行為を止めることができます。

これらの参加者権限をオフにしてセッションを作成します。

● 音声 : [音声の共有]チェックボックスがオフの場合、参加者はセッション中に音
声を使用できません。

● 動画 : [動画を共有]チェックボックスがオフの場合、参加者はセッション中に動
画をオンにできません。

● チャット : [チャットメッセージの投稿]チェックボックスがオフの場合、参加者
はセッション中にチャットメッセージを投稿できません。

代わりに、オプションでチャットメッセージ内の不適切な表現を排除することが

できます。

● 描画 : [ホワイトボードとファイルへの描画]チェックボックスがオフの場合、参
加者はホワイトボードまたは共有ファイルを編集できません。

参加者権限は、すべての参加者に対してオンまたはオフになっています。個別の参加者

に対して権限をオンまたはオフにすることはできません。モデレータが個別の参加者に

対して、セッション中により多くの権限を付与する場合は、 参加者をプレゼンタに昇
格させます。

異なるロールおよび権限に関する詳細

参加者権限は、参加者ロールが割り当てられた出席者にのみ適用されます。デフォルト

では、セッションに1人のモデレータが設定されています。その他の人はすべて参加者
です。 

誰でもコースから参加できるようにする



セッションに参加するための最も安全な方法は、コースから参加することです。

コース内のセッションは、出席者がコースにサインインしてセッションにアクセスする

必要があります。学習管理システム (LMS)でユーザが認証され、固有のセッションリ
ンクが作成されるので、各セッションでのユーザの識別に役立ちます。各リンクは、各

セッションとセッション内のユーザに関連付けられています。つまり、リンクはその時

点でそのユーザに対してのみ有効です。セッションに参加するためのリンクは、再使用

や別のユーザとの共有はできません。セッションリンクは、5分後に期限切れとなりま
す。

LMS統合に関する詳細

[セッションの設定]から招待を制限する

コース内のセッションから招待メールを送信することはできません。

出席者がコースから参加できない場合、次に良い手段は招待することです。 

1. セッションの設定に移動します。
2. [招待]を展開します。
3. [招待者を追加]を選択します。
4. その人の名前とEメールアドレスを入力します。

その人が参加するときに使用する名前を使用します。

5. オプションで、参加者ロールを割り当て、参加者アクセスを制限します。
6. [招待者を追加]を選択します。

参加リンク付きのEメールが入力したアドレスに送信されます。招待リンクは目的の出
席者に対してのみ機能し、招待された人がカスタム名を入力することはできません。

ゲストアクセスの制限

ゲストリンクはパブリックリンクであり、リンクを入手した人は誰でも使用できます。

たとえば、リンクを学生に送信した場合に学生がリンクを共有可能であれば、リンクを

共有した誰でも参加できることになります。セッションの安全性を保ちたい場合は、ゲ



ストリンクを使用しないでください。ゲストリンクの使用を決定した場合、ゲストに参

加者ロールが割り当てられるようにし、参加者アクセスを制限します。

また、ゲストアクセスをオフにすることもできます。

1. [スケジューラ]からセッションを見つけ、[セッションのオプション]を選択しま
す。

2. [設定を編集する]を選択します。
3. [ゲストアクセス]チェックボックスをオフにします。

ゲストアクセスをオフにすると、ゲストリンクからはセッションに参加できなくなりま

す。

出席者にセッションへのダイアルインを許可している場合、ひきつづき匿名ダイヤルイ

ンが利用可能です。セッションの安全性のため、匿名ダイヤルイン情報は共有しないで

ください。匿名ダイヤルインの情報は、モデレータが共有している場合に限り、参加者

が利用可能です。出席者はブラウザでセッションに参加でき、安全な[セッション]メ
ニューのダイアルイン情報を使用できます。詳細については、「Collaborateテレカン
ファレンス」を参照してください。



セッションベストプラクティス
スマートスケジュール設定

● セッション開始時間をずらして設定します。所属教育機関で同じ時間に開始され

る複数のセッションがある場合、開始時間をずらします。各セッション間を5分

空けます。たとえば、あるセッションを2:00pmにスケジュールする場合、次の

セッションを2:05pmにスケジュールするなどします。これにより、同じ時刻に

接続を試みる参加者の数を減らせます。

● 短いセッションをスケジュールします。モデレータおよび教員は、プレゼンテー

ション内容を記録し、事前に参加者と共有します。その後、セッション時間は

ディスカッションに使用します。

● 参加者の権限を慎重に選択します。セッションを作成する際は、参加者に許可す

る権限を[セッションの設定]で選択することができます。チャット、動画の共

有、音声の共有、共有ファイルまたはホワイトボードへの描画に対する参加者の

権限をオンまたはオフにします。権限はセッションへの参加者全員に対してオフ

にされます。モデレータが参加者に会話またはチャットを許可したい場合、参加

者をプレゼンタに昇格させることができます。

モデレータおよび参加者へのヒント
最高のエクスペリエンスを得るため、モデレータ、参加者、教員、学生にこれらのベス

トプラクティスに従うよう依頼してください。

全員

● 可能であれば、有線 (イーサネット)接続を使用します。利用できない場合に
は、WiFi接続を使用します。WiFi接続を使用する場合、できるだけルーターの近

くで操作してください。

● その他のプログラムを閉じます。Collaborateセッションに使用しているブラウザ

のみ残し、コンピュータ上のその他のプログラムとストリーミングサービスをす

べて閉じます。

● ブラウザを最新版にします。Class Collaborateが対応している最新のインターネッ

トブラウザのみを使用します。  

● 動画の使用を制限します。セッション中の動画の使用は必要なときのみにしま

す。

● サポートされているモバイルブラウザを使用します。モバイルデバイスでは、サ

ポートされているモバイルブラウザを使用します。最高のエクスペリエンスを得

るため、iOSデバイスではSafariを使用し、AndroidデバイスではChromeを使用し

ます。

● 広告ブロック機能を無効にします。ブラウザの広告ブロック機能によって音声や

動画がオフになったり、ボタンが表示されなくなったりする場合があります。



モデレータ

● 必要な場合にのみ記録します。記録が必要なセッションのみに記録を制限しま

す。

● アプリケーション共有を制限します。必要がある場合にのみ、アプリケーション

と画面を共有します。

● プレゼンテーションの内容をPDFで作成します。PDFにするとネットワークの使

用量が最小で済みます。共有する予定のものをPDFに変換し、Collaborateにアッ

プロードします。

● セッションを短くします。プレゼンテーションの内容を記録し、事前に参加者と

共有します。内容について考える時間を与え、セッションはディスカッションに

使用します。

共有するリンク
● 参加者と学生のベストプラクティス

● モデレータと教員のベストプラクティス

クラスルーム管理
管理者インターフェイスまたはAPIを使用してClass Collaborateセッションが作成される
と、どのユーザでもURLを使用してセッションにアクセスできます。ゲストURLを超え
る制限は設定されていないため、これは通常の動作です。ユーザは自由に名前を追加し

てセッションに参加することができます。

アクセスの制限

セッションへのアクセスを制限することができます。その方法を示します。

1. セッションの設定でユーザ権限を削除します。ユーザの権限はモデレータによっ

てセッション中に有効化できます。権限を制限することで、秩序を乱すユーザは

参加時に何もできなくなり、阻止されます。

権限はセッションへの参加者全員に対してオフにされます。ある参加者がセッ

ションで会話またはチャットできるようにする場合は、 参加者をプレゼンタに
昇格させます。

2. 管理スケジューラから招待機能を使用します。これは手動での作業を伴います

が、認証ユーザのみがセッションに参加できるように設定できます。

この機能は、教員がオンラインコースでセッションをスケジュールする場合には

使用できません。コースの全員が、共有不可のセッションに安全にアクセスでき

ます。



3. 学習管理システム (LMS)の統合を利用します。ユーザはLMSからフルネームと画

像付きで、SSOを使用してセッションに参加します。学生が外部の認証されてい

ないユーザとURLを共有しようとすると、その外部ユーザがセッションへのアク

セスを試みたときにエラーが表示されます。

4. 現在のポータルを発展させて、以下のことを可能にします。

1. APIを使用してユーザを追加します。Collaborateユーザをフォームから作

成できます。そのユーザを記録に対して検証し、有効なユーザのみがセッ

ションにアクセスできるようにします。

2. APIを使用して登録を追加します。必要なユーザのみが適切なセッション
にアクセスできるようにします。



ユーザの管理
ユーザアカウント
Blackboardは、設定時に管理者アカウントとマネージャアカウントを提供します。マ
ネージャアカウントは1つだけです。それ以上作成することはできません。マネージャ
アカウントの権限は最高レベルで、管理者アカウントとスーパーバイザアカウントを作

成できます。

● マネージャ :教育機関レポートとセッションレポートを表示できます。マネー

ジャは管理者とスーパーバイザを設定できます。マネージャは独自の記録を作成

または管理することはできません。マネージャは、管理者またはスーパーバイザ

から出席を招待されたセッションおよびその記録のみを表示できます。

● 管理者 :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できます。管理

者は、スーパーバイザの設定、新規セッションの作成、人の招待ができます。

● スーパーバイザ :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できま

す。スーパーバイザは、セッションの作成および出席の招待ができます。スー

パーバイザは自身のセッションおよび記録の作成と管理に加え、管理者または別

のスーパーバイザから出席を招待されたセッションとその記録を表示することが

できます。

管理者アカウントは複数持つことができます。たとえば、管理者は学部ごとにユーザと

セッションを管理することができます。管理者アカウントを管理できるのはマネージャ

だけです。

スーパーバイザアカウントは管理者が管理する必要があります。あなたがマネージャで

ある場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに既存の管理者を割り当てま

す。あなたが管理者である場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに管理

者として自動的に割り当てられます。

新しいユーザアカウントを作成する場合は、そのユーザにログイン情報を知らせる必要

があります。Collaborateがあなたの代わりに知らせることはありません。

新規ユーザの作成
ユーザの作成と管理には管理者またはマネージャアカウントを使用します。管理者は

スーパーバイザを設定できます。マネージャは管理者とスーパーバイザを設定できま

す。

CSVファイルを使用してアカウントをインポートすることもできます。
1. スケジューラから[ユーザ]を選択します。

2. [新規ユーザの作成]を選択します。

3. 必要に応じて、各アカウントの氏名 (名)、氏名 (姓)、表示名を入力します。



表示名を空白にした場合は、ユーザの氏名 (名)と氏名 (姓)がデフォルトで使用
されます。氏名 (名)と氏名 (姓)が入力されていない場合は、ユーザ名が表示名
として使用されます。

4. 各アカウントのユーザ名、パスワード、電子メールアドレスを入力します。

ユーザ名は、自分のログイングループ内だけではなくCollaborate全体で一意であ
る必要があります。Collaborateのすべてのユーザ名は、地理的領域ごとに共有
データベースに保存されます。別のログイングループにすでに存在するユーザ名

は使用できません。ユーザ名は最大64文字とし、空白文字を使用でき、大文字小
文字の区別があり、英数字で始まるものとします。ユーザ名には次の文字を使用

できません : <&\"#%
5. ユーザのアカウントロールを選択します。

o スーパーバイザ :セッションの作成、人の招待ができます。

あなたが管理者である場合、別の管理者を選択することはできません。あなたは

管理者として、作成したすべてのアカウントを管理することを割り当てられま

す。

6. ［保存］を選択します。

7. ユーザにログイン情報を知らせます。

ユーザの一括アップロード
CSVファイルを作成して、一度に複数のユーザアカウントをインポートすることができ
ます。

Sample csv for bulk uploading users
まずはCSVファイルを作成します。CSVファイルには、次のフィールドを以下の順序で
使用し、列ヘッダを以下のように記入する必要があります。

● userName (必須)

ユーザ名は一意でなければなりません。最大64文字とし、空白文字を使用でき、
大文字小文字の区別があり、英数字で始まるものとします。また、次の文字は使

用できません。<&\"#%
● firstName (任意)

● lastName (任意)

● displayName

表示名を空白にした場合は、ユーザの氏名 (名)と氏名 (姓)がデフォルトで使用
されます。氏名 (名)と氏名 (姓)が入力されていない場合は、ユーザ名が使用さ
れます。

● password (必須)

● email (必須)

● role (必須)



o スーパーバイザは「S」

CSVの列ヘッダは、ここで示したとおり正確に記入する必要があります。たとえば、
"Last Name"ではなく "lastName"を使用します。また、ヘッダは英語で記入する必要が
あります。翻訳されたヘッダは機能しません。

ファイルのアップロード

1. [ユーザ管理]から、[複数のユーザをアップロード]を選択します。

2. [新規ユーザをアップロード]を選択し、該当するCSVファイルを参照して[アップ

ロード]を選択します。

3. 問題がなければ、[確認]を選択してユーザのアップロードを終了します。エラー

がある場合は、CSVファイル上で修正してから、ファイルをもう一度アップロー

ドします。

4. ユーザにログイン情報を知らせます。

ユーザの更新または編集
マネージャはすべてのユーザを編集できます。管理者は、自分に割り当てられたスー

パーバイザアカウントのみ更新できます。

1. [ユーザ管理]から、更新または無効にするユーザを検索します。

2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択します。

3. [ユーザを編集] を選択して、変更を加えます。

4. ［保存］を選択します。

パスワードのリセット
ユーザは、ログイン画面と個人のプロファイルページから自分のパスワードをリセット

できます。管理者とマネージャは、[ユーザ管理]からユーザパスワードを変更すること
もできます。

ユーザのパスワードを変更する場合は、新しいパスワードをユーザに知らせる必要があ

ります。

1. [ユーザ管理]から、更新するユーザを検索します。

2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択し、[編集]を選択します。

3. [パスワードの変更]チェックボックスを選択します。

4. 新しいパスワードを入力します。

5. 新しいパスワードを再度入力して確認します。

6. ［保存］を選択します。



7. ユーザに新しいパスワードを知らせます。

ユーザを無効にする
マネージャはすべてのユーザを無効にできます。管理者は、自分に割り当てられたスー

パーバイザアカウントのみ無効にできます。

無効なユーザは削除されません。マネージャはアカウントを再度有効にできます。

1. [ユーザ管理]から、更新または無効にするユーザを検索します。

2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択します。

3. [ このアカウントを無効にする]を選択します。

4. [はい、アカウントを無効にします]を選択して、このアカウントを無効にするこ

とを確認します。

ユーザを再度有効にする
無効なユーザを、マネージャアカウントで有効にすることができます。管理者がユーザ

を再度有効にすることはできません。



管理者向けCollaborateの記録
モデレータはセッションを記録し、共有することができます。記録はMP4ファイルとし
て保存されます。ユーザは記録をストリーミングまたはダウンロードして見ることがで

きます。

音声や動画、セッション中に共有されるその他のコンテンツも記録可能です。音声はモ

ノラルで録音されます。

セッション中に使用されるリアルタイム字幕やサブタイトルのキャプチャも可能です。

セッションで使用された字幕が複数ある場合は、最初のものが記録されます。

モデレータの記録の詳細

[すべての記録]にLMSの記録が表示されないのはなぜです
か？
マネージャおよび管理者は、そのマネージャまたは管理者のアカウントが招待された

セッションの記録のみを表示することができます。現時点では、学習管理システム

(LMS)の記録を表示することはできません。

コンテンツの記録
記録されたセッションは、圧縮されMP4として保存されます。記録にはライブセッショ
ンでの次のアクティビティが含まれます。

● 音声

● 共有コンテンツまたはアクティブな発言者の動画。両方ともセッションで共有さ

れている場合には、共有コンテンツのみ記録されます。

● ライブセッション中に入力された字幕、または後でモデレータによって追加され

た字幕。利用可能なキャプショントラックは1つだけです。セッションにキャプ

ショントラックが複数ある場合には、最初のものが記録されます。

● [全員]チャネルのチャットメッセージ。プライベートメッセージおよびブレーク
アウトグループのチャットメッセージは記録されません。

セッションの記録をオンにできるのはモデレータだけです。

記録は誰でも、どのデバイスからでも、必要に応じて何度でも表示できます。表示制限

はありません。

記録は、表示する前に、再生可能な形式に変換する必要があります。最初の記録アクセ

ス時に、変換が行われます。数分かかることがありますが、一度変換してしまうと、記

録は全員が表示可能になります。

記録とストレージ
セッションファイルと記録は、リージョンごとにAmazon S3のサービスに保存されま
す。



リージョン Amazon Web Service (AWS)ゾーン

US US-East (バージニア)

EU アイルランド

AU シドニー

CA モントリオール

2018年11月24日以前にAUおよびCAリージョンで作成されたMP4記録は、アイルランド
に保存されています。AUおよびCAでの記録に関する詳細は、Class Collaborate &
Supportを参照してください (英語版のみ)。
Amazon S3は、Amazon CloudFrontキャッシングを使用して、保存されたファイルへのア
クセスを高速化します。これらのファイルは、CloudFrontエッジサーバで24時間も
キャッシュ可能です。

AWSアイルランドをホストとしている場合、ファイルは米国でホストされている
Amazon CloudFrontエッジサーバにキャッシュされることがあります。これは場所に
よって異なります。

データをアイルランドに保存できない場合は、永続的なコンテンツと記録を無効にでき

ます。Class Collaborate & Support (英語版のみ)でこれらの機能をオフにするリクエスト
を送信します。

Collaborate with the Ultra experienceファイルとClass Collaborate & Support (英語版のみ)の
記録ストレージに関する詳細

記録のフィルタリングと検索
表示する記録のリストを、過去30日間に作成されたすべての最新記録と、日付範囲内の
記録からフィルタリングできます。フィルタを使用して、探している記録を見つけま

す。

探している記録の名前がわかる場合は、[記録を検索]を選択して記録名を入力します。



記録名の編集
Collaborateスケジューラは、Blackboard LearnコースおよびLTI準拠のLMSコースで利用
できます。Collaborateスケジューラは、Blackboard Open LMS Collaborateアクティビ
ティモジュールでは利用できません。

記録に新しい名前を付けます。

1. [Collaborateスケジューラ]から、[記録]を選択し、必要な記録を見つけます。

2. [記録オプション]を開き、[記録の設定]を選択します。

3. 名前を変更して、[保存]を選択します。

記録名は必ずセッション名で始めてください。名前を編集すると、バックスラッシュ

(/)以降のテキストのみ変更されます。

記録の削除
Collaborateスケジューラは、Blackboard LearnコースおよびLTI準拠のLMSコースで利用
できます。Collaborateスケジューラは、Blackboard Open LMS Collaborateアクティビ
ティモジュールでは利用できません。

1. [Collaborateスケジューラ]から、[記録]を選択し、必要な記録を見つけます。

2. [記録オプション]を開き、[削除]を選択します。

3. [はい、削除します]ボタンを選択して削除を承認します。

削除済みとしてマークされた記録は、30日が経過すると (チャット、字幕なども含め)
自動的に完全にサーバから消去 ("物理的に削除")されます。この猶予期間が経過した
後はサポートに復元をリクエストできません。

記録を共有する
学生はコースの中からセッションの記録を見つけることができます。記録がどこにある

かは、所属教育機関によって異なります。見つけ方を学生に伝えてください。

コースに登録されていない人と記録を共有する場合は、記録をパブリックで利用可能に

する必要があります。[記録の設定]を開き、[アクセス]メニューで[パブリック]を選択し
ます。

記録ページでは、記録がパブリックに公開されているか、またはコースメンバーにのみ

公開されているかを一目で確認できます。

パブリックアクセスをオンにすると、誰にでも記録用のリンクを送信できます。セッ

ションの記録を停止するときに、Eメールで記録のリンクを確認してください。また、
記録のリンクを[記録]ページからコピーすることもできます。



記録のリンクは難読化されます。つまり、リンクには説明的なファイル名の代わりにラ

ンダムな文字列が使用されます。これにより、ユーザはリンクが手元にある場合のみ記

録を表示できることになります。ゲストに記録の表示を許可するため、記録へのアクセ

スは制限されておらず、パスワードも必要ありません。これは、リンクにアクセスでき

る人は誰でも記録を再生し、リンクを他の人と共有できることを意味します。機密情報

や、機密性の高いコンテンツが含まれる記録のリンクを共有する前に、このことに留意

してください。

1. [記録]ページに移動します。

2. 共有する記録を見つけて、[記録オプション]メニューを開きます。

3. [リンクをコピー]を選択します。

4. パブリックリンクを共有します。

字幕
セッションでライブ字幕 (クローズドキャプション) を使用した場合は、記録にはすで
に字幕が付いています。 
字幕付きの動画は、学生が必要とする、または望む方法で必要な情報にアクセスするた

めのもう1つの手段となります。字幕は、聴覚に障害のある人のコンテンツへのアクセ
シビリティを高めるためのものですが、すべての人にとって有益です。  
例

● うるさい環境で作業をしていても、字幕は読み取ることができます。

● ネイティブスピーカーでない人が字幕を読むことで、理解を深めることができま

す。 

● 文字を読んで学習する人も、発言者が話す内容を理解することができます。 

● 学生は、テストに出題される可能性のある用語のつづりを確認できます。 

コンピュータで生成された字幕を作成するか、独自の字幕ファイルソースをアップロー

ドします。Video Text Tracks (VTT)ファイルとSubRip Subtitle (SRT)ファイルがサポート
されています。  
自動字幕の作成

このオプションが表示されていない場合、所属教育機関がこのオプションをオンにして

いません。契約によっては、この機能を使用すると教育機関に費用が発生する場合があ

ります。 
CollaborateではAI搭載スピーチをテキスト認識に利用して、セッション中の発言のトラ
ンスクリプトが生成されます。自動字幕は人間が作成した字幕の精度には及びません

が、手始めの解決策としてはうってつけです。

書き起こしサービスと生成される字幕は、Collaborateセッションと同じデータセンター
にホストされます。

自動生成字幕を使用して、セッション所有者のために字幕が作成されるようにします。

1. [Collaborateスケジューラ]から、[記録]を選択し、必要な記録を見つけます。

2. [記録オプション]メニューを選択し、[記録の設定]を選択します。



3. オンにしていない場合は、[字幕を有効にする]を選択します。

4. [自動字幕を作成]を選択し、[保存]を選択します。

自動字幕が生成されるまで、時間がかかる場合があります。画面を離れ、後で

戻ってから画面を表示して共有することができます。

字幕が作成されると、記録リストから字幕が利用可能になったことを確認できます。ま

た、字幕はただちに、記録にアクセス可能なユーザの記録プレーヤーに表示されます。

モデレータは字幕をレビューすることができます。字幕のいずれかの部分を改善または

修正したい場合は、字幕ファイルをダウンロードして編集します。作業が完了したら、

新しいファイルをアップロードします。

独自の字幕ファイルをアップロード

Collaborateでは、Video Text Tracks (VTT)ファイルとSubRip Subtitle (SRT)ファイルがサ
ポートされています。VTTファイルとSRTファイルは単純なテキストファイルで、通常
は作成して次のような要素を含めることができます。

● 字幕の番号

● 字幕のタイムスタンプ

● セッションでの発言のテキスト

VTTキャプションファイルの詳細については、W3C WebVTTおよびMozilla WebVTTを
ご覧ください。

SRTファイルの詳細については、WikipediaのSubRipのトピックおよび3Play MediaのSRT
ファイルの作成方法をご覧ください。

Sample VTT file

1. [Collaborateスケジューラ]から、[記録]を選択し、必要な記録を見つけます。

Collaborateスケジューラは、Blackboard LearnコースおよびLTI準拠のLMSコース
で利用できます。Collaborateスケジューラは、Blackboard Open LMS Collaborate
アクティビティモジュールでは利用できません。

2. [記録オプション]メニューを選択し、[記録の設定]を選択します。

3. オンにしていない場合は、[字幕を有効にする]を選択します。

4. [字幕のアップロード/上書き]を選択します。

5. VTTファイルを参照してアップロードします。

[保存]ボタンは無効になっていますが、字幕は自動的にアップロードされて保存
されるのでご安心ください。

字幕の上書き

字幕付きの記録には[字幕オプション]メニューがあります。字幕を上書きする場合は、
このメニューを開きます。

1. [記録]から、必要な記録を検索します。

2. [字幕オプション]メニューを選択し、[字幕ソースを上書き]を選択します。

3. VTTファイルを参照してアップロードします。



字幕の自動生成

字幕の自動生成は、3PlayMediaとのシームレスな統合を通じて利用できます。この機能
を使用するには、3PlayMediaのライセンスとアカウントが必要です。統合の設定は済ん
でいます。統合が必要な場合は、Class Collaborate & Supportにケースを送信してくださ
い (英語のみ)。
3PlayMediaのWebサイトで詳細を確認する
[記録オプション]を使用して字幕を自動生成します。

1. Collaborateスケジューラで[記録]ページを開きます。

2. 記録を見つけて[記録オプション]を開きます。

3. [字幕を自動生成]を選択します。

生成された字幕は、記録にアクセスできる人なら誰でも利用できます。

よくある質問
記録を表示するために、ファイアウォールを設定する必要がありますか？

ほとんどの教育機関が、Amazon AWSサービスへのアクセスを許可しています。記録へ
のアクセスに問題がある場合は、これらのリソースにアクセスして詳細をご覧くださ

い。

ファイアウォールとプロキシの設定

Class Collaborate & Supportに関するネットワーク関連の記事
削除された記録は、教育機関のディスク容量にカウントされますか？

いいえ。削除された記録は、Collaborateのディスク容量にカウントされません。記録
は、リカバリが必要な場合に備えて、AWSサーバに引き続き30日間存在します。 
MP4を再生したユーザを追跡できますか？
いいえ、MP4を再生したユーザを追跡することはできません。
記録をパスワードで保護できますか？

いいえ、記録をパスワードで保護することはできません。

Collaborate Originalの記録を移行できますか？
Collaborate Originalの記録ファイル形式はVCRです。Collaborate UltraはMP4です。
Collaborate Originalの記録をUltra形式に移行する方法はありません。Collaborate Original
のすべてのVCRおよびMP4の記録は引き続き使用できます。
Class Collaborate Building Blockを、記録へのアクセスのみを許可するように設定でき
ますか？

はい。Blackboard Learn管理者は、ユーザにBuilding Blockの記録へのアクセスを許可で
きます。

Class Collaborate Building Block (英語版のみ)を[記録のみ]に設定する方法
MP4の再生制限はありますか？
いいえ。MP4の再生制限はありません。



記録はどのくらいの期間保存されますか？

Collaborate Ultraでの記録の保存期間に制限はありません。
記録は圧縮されていますか？

はい。記録はH.264動画圧縮規格を使用して圧縮され、MP4として配信されます。圧縮
の程度は、記録のコンテンツによって異なります。圧縮のレベルと最終的な記録のサイ

ズは、アプリケーション共有、ホワイトボード、カメラ、およびマイクの有無、そして

記録全体の長さなどの要因によって決定されます。

記録の一括ダウンロードまたはコピー
ケースを送信して記録を一括削除する前に、ローカルに記録をダウンロードするか、所

属教育機関用のAmazon S3ストレージに記録をコピーします。
マネージャアカウントのみが、教育機関の記録をローカルドライブにダウンロードする

かAmazon S3ストレージにコピーすることを選択できます。
ローカルへの一括ダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を超
える場合は、Amazon S3ストレージにコピーする必要があります。
記録レポートのダウンロードファイルを編集して、コピーする記録を含めます。[記録
をコピー ]を選択し、ファイルをアップロードしてプロセスを開始します。
記録レポートのダウンロードと編集

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[レポート]を展開し、[教育機関レポート]を選択します。

3. 記録レポートを選択して、レポートをダウンロードします。ダウンロードするレ

ポートがない場合はレポートを生成する必要があります。

6か月を超える日付範囲は設定できません。UTC/GMT (00:00)タイムゾーンを使
用します。

4. ダウンロードされたレポートをExcelにインポートします。Excelを開き、[ファイ

ル]、[インポート]の順に選択します。

5. ダウンロードまたは教育機関のストレージにコピーしたくない記録を削除しま

す。各行が記録を示します。

ローカルへのダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を
超える場合は外部ストレージにコピーする必要があります。レポートの

[StorageUsageGigabytes]列を使用すると、サイズを判断できます。
記録レポートの列の意味に関する詳細

6. ファイルを保存してCollaborateに戻り、ダウンロードまたはコピーを開始しま

す。

記録のローカルへのダウンロード

ローカルへのダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を超える
場合は外部ストレージにコピーする必要があります。

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[記録]を選択し、[教育機関レポート]を選択します。

3. [記録をコピー]を選択します。コピー中は新しいコピーを開始できません。



4. [CSVファイルをアップロード]を選択し、編集済みの記録レポートを参照しま

す。

5. [ローカルにダウンロード]を選択します。

6. [ダウンロード]を選択します。

外部ドライブへの記録のコピー

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[記録]を選択し、[教育機関レポート]を選択します。

3. [記録をコピー]を選択します。コピー中は新しいコピーを開始できません。

4. [CSVファイルをアップロード]を選択し、編集済みの記録レポートを参照しま

す。

5. [外部ストレージ]を選択します。

Collaborateで記録をAmazon S3ストレージにコピーするには、アクセス権が必要
です。アクセス権がない場合は、CloudFormationテンプレートリンクを選択して
ストレージを設定します。テンプレートにアクセスするには、Class Collaborate
& Support資格情報を使用してサインインする必要があります。この操作は1回の
み必要です。

6. 必要な情報を入力します :

o S3バケット名 : AWSコンソールからS3バケット名をコピーします。[論理

ID]列でClientBucketを探します。ClientBucketの[物理ID]が、必要

になるS3バケット名です。

o アラート用Eメール :コピー完了時にアラートを受信するEメールアドレス

です。

7. [コピー]を選択します。

Collaborateが記録をAmazon S3ストレージにコピーするのに時間がかかる場合がありま
す。いつでもこのページを離れることができます。コピーが完了したら、指定したアド

レスにEメールが送信されます。
[教育機関の記録]ページでもコピーのステータスを確認できます。

コピーが完了したら、S3バケットに移動してファイルを確認します :
● 記録のMP4

● チャットのTXTファイル

● 字幕のVTTファイル

● メタデータログのCSV

[教育機関の記録]ページのコピーIDは、ログやコピー済みファイルを確認できる
Amazonストレージのフォルダ名と同じです。
メタデータログをレビューして、すべての内容が正常にコピーされているか確認しま

す。ファイル名の始めにはコピーが開始された年、月、日が記述されます。ファイル名



は"Collaborate_recording_extract.csv"で終わります。CSVの内容はコピー処理の開始に使
用された記録レポートと同じですが、次の列が追加されます :  

● RecordingLink :この特定の記録を見つけるためのS3バケット内のパスです。

● RecordingFailureStatus :空白の場合、記録のコピーで問題が発生していないこ

とを示します。 

● ChatLink :チャットファイルを見つけるためのS3バケット内のパスです。空白の

場合、記録のチャットがないか、コピーが失敗したことを示します。

● ChatFailureStatus :データがある (空白ではない)場合、チャットファイルのコ

ピーで問題が発生したことを示します。

● SubtitleLink :字幕ファイルを見つけるためのS3バケット内のパスです。空白の

場合、記録の字幕がないか、コピーが失敗したことを示します。

● SubtitleFailureStatus :データがある (空白ではない)場合、字幕ファイルのコ

ピーで問題が発生したことを示します。

管理者レポート
CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスには、管理者に詳細な情報を提供することを
目的とした多数のレポートがあります。

このページの手順に従って、最新情報が公開されるとEメールでお知らせが届くように
設定してください。

セッション出欠レポート
セッション出欠レポートには、セッションに参加した出席者 (出欠確認のため)と、彼
らがセッションに参加した時間、彼らがセッションから退席した時間、各出席者がセッ

ションに参加した時間の長さの概要が表示されます。

マネージャはすべてのセッションの「セッション出欠」レポートを表示できます。モデ

レータは自分のセッションの「セッション出欠」レポートのみ表示できます。管理者は

このデータをCollaborateのUltraユーザエクスペリエンススケジューラから直接、印刷可
能なビューまたはCSV形式でエクスポートすることができます。
セッション出欠レポートの詳細

メトリックレポート
メトリックレポートは、CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスの使用方法に関する
詳細な概要を提供することを目的として設計されています。この情報には、所属教育機



関に適用される頻度や規模が含まれているため、サービスに関して十分な情報を得たう

えで意思決定を行うことができます。

メトリックレポートをダウンロードできるのは、マネージャだけです。

メトリックレポートの詳細

記録レポート
このレポートは、所属教育機関の記録に関するデータをマネージャに提供します。この

データには、記録名、記録を見るためのリンク、記録の作成日時、記録の合計時間が含

まれます。

記録レポートをダウンロードできるのは、マネージャだけです。

記録レポートの詳細

出欠レポート
このレポートでは、セッション出欠レポートの他に、すべてのセッションの概要とセッ

ション出席者の詳細を管理者に提供します。これには、セッションを開始した時間、

セッションを終了した時間、各出席者の参加時間と退席時間が含まれます。

出欠レポートをダウンロードできるのは、マネージャだけです。

出欠レポートの詳細



セッション出席レポート
このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。
セッション出席レポートは、参加者がセッションに参加および退出した時間の概要を示

します。これによって、出席者がセッションに参加していた時間の平均がわかります。

すべての出席者がカウントされます。ブラウザとモバイルアプリのどちらから参加して

いてもかまいません。

セッションを複数回利用している場合には、利用ごとにレポートが生成されます。

[レポートを表示]を選択すると、レポート全体が表示されます。各参加者がセッション
に入退出した時間が確認できます。この情報を参考に、それぞれの参加者が技術的な問

題を抱えていたのか、または提示物および意見交換について簡単な確認が必要かどうか

確認します。

セッション出席レポートの表示
マネージャは自分のインスタンスの全セッションの出欠レポートを表示できます。モデ

レータは自分のセッションの「セッション出欠」レポートのみ表示できます。管理者は

このデータを印刷可能なビューまたはCSV形式でエクスポートできます。
モデレータは自分のセッションのレポートを表示できます。詳細については、「モデ

レータ向けセッション出欠レポート」を参照してください。

レポートのモデレータビューと管理者ビュー

1. [セッション]のリストから、必要なセッションを検索します。

2. [セッションのオプション]メニューを選択し、[レポートを表示]を選択します。

3. 表示するレポートを選択し、[レポートを表示]を選択します。

レポートのエクスポートと印刷
レポート全体の印刷可能なバージョンをダウンロードします。

1. ダウンロードするレポートを特定し、[レポートを表示]を選択します。

o [印刷可能]を選択し、ページを印刷します。

印刷可能なバージョンのレポートには、選択した日付範囲で該当するすべ

ての参加者が含まれます。レポートをユーザでフィルタリングし、[印刷
可能]を選択すると、印刷可能なバージョンにすべてのユーザが表示され
ます。

o [CSVにエクスポート]を選択して、レポートをエクスポートします。

iPhoneおよびiPadのユーザがレポートを正しく表示するには、デバイスに
Microsoft Excelをインストールしておく必要があります。

CSV形式でエクスポートする列名
このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

● 名前 :出席者の固有の名前



● Username :出席者の一意のユーザ名

o LMSに参加 :ユーザ名は、出席者のLMSでの一意の学生ユーザ名です。

o ゲストリンク : LMSに学生として参加していないので、ユーザ名は[名前]

列と同じです。

● 担当:出席者のロール

o モデレータ

o プレゼンタ

o 参加者

● AttendeeType :出席者のタイプ。出席者はユーザアカウントを使ってログインす

るか、ゲストとして参加

● 最初の参加 : 出席者が初めてセッションに参加した日時。タイムゾーンは、
UTC/GMT (00:00)を使用します。

● 前回の退席 :出席者がセッションを最後に退席した日時。タイムゾーンは、

UTC/GMT (00:00)を使用します。

● 合計時間 :出席者がセッションに参加した合計時間

● 参加 :出席者がセッションに参加/再接続した回数

参加の数が多いほど、出席者に接続の問題が生じていた可能性が高くなります。

レポートをフィルタリングする
検索とフィルタを使用して、探しているレポートを見つけます。

● 日付範囲 : [レポート]ページの[フィルタリング]メニューから、[最近のレポート]

または[範囲に含まれるレポート]を選択します。初期設定では、過去30日間の最

新レポートが表示されます。タイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● セッション名 : [レポート]ページから、[レポートを検索]を選択します。検索する

セッションの名前を入力します。

特定の出席者を表示するにはレポートを開き、[レポートを検索]を選択します。検索す
る出席者の名前を入力します。

セッションID
レポートのセッションIDは、セッションの一意の識別子です。IDには、Blackboardサ
ポートがセッションにかかわる問題を解決するために利用できる情報が含まれていま

す。

1. Class Collaborate & Supportにケースを送信する (英語のみ)。

2. 問題を詳しく記述します。記述内容が詳細なほど、良い結果が得られます。

3. これらの詳細を記述に含めます。

o セッションの識別子

o セッション名

o 開始日時と終了日時



字幕レポート

記録の字幕レポートを使用すると、マネージャは所属教育機関での記録における字幕の

使用状況について、自身でいつでも追跡できます。このレポートには、生成日時点で記

録に使用されている字幕の合計時間 (分)が表示されます。この可視化により、契約の
調整を見越すことが大幅に簡単になります。

このレポートには、字幕の量にかかわらず合計使用分数が「01分を使用」、「1,000分
を使用」、「1,000,000分を使用」のように表示されます。

記録の使用レポートの作成

1. スケジューラにマネージャとしてサインインし、[レポート]、[字幕レポート]の
順に選択します。

2. [レポートを更新]を選択します。
3. 記録の字幕レポートの横に、使用合計分数および更新日が表示されます。

レポートの結果はスケジューラセッションが開かれている間に利用可能となります。新

しいセッションごとに、[レポートを更新]を選択して結果を再表示します。



Collaborate Ultra -コミュニケーションおよ
び導入のツールキット

これらのリンク先のリソースは英語版のみが提供されています。

教職員や学生が最新の技術に追いつくことが一大事業につながることは分かっていま

す。導入ツールキットは、Class Collaborate with the Ultra Experienceについてユーザの教
育に役立つように設計されています。これらのリソースを活用してみてください。コン

テンツを電子メールで送信したり、印刷して配布したりできるほか、個人的な資料にリ

ソースを組み込むことも可能です。

Class Collaborate with the Ultra Experienceについて

Class Collaborateは、教育に特化して考案されたWeb Conferencing Platformです。最新
バージョンのUltraユーザエクスペリエンスは、完全にブラウザベースで、モダンで直
観的なインターフェイスです。Class Collaborate with the Ultra Experienceの詳細について
学ぶ。

チートシート

この短い1ページのガイドは、Class CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスに関する
速修コースのようなものです。自由にダウンロードして、必要に応じてカスタマイズ

し、配布してみてください。

Cheat Sheet For Moderators (DOCX)
Cheat Sheet For Participants (DOCX)

はじめに

モデレータの設定情報

参加者の設定情報

コミュニケーションチェックリスト



コミュニケーションプランを一から作成するのは時間がかかります。そのため、複数の

チャンネルを有効に活用できるようチェックリストを用意しました。ダウンロードし

て、ニーズに合わせて名前をカスタマイズしていただけます。

Communication Checklist (Collaborate)

Eメールテンプレート

新しいClass Collaborateの機能や更新に関する情報共有のためのカスタマイズ可能な電
子メールテンプレートです。

Download the Email Template

Webおよび配布用コミュニケーションリソース

ゼロからすべてを作成する必要はありません。最新のClass Collaborateの更新に関する
情報を伝えられるよう、所属する教育機関のWebコンテンツでこれらの冊子、デジタル
広告、WebTile、ヘッダ/フッターを簡単に使用し、配布することができます。下記zip
ファイルには、次のリソースが含まれます。

● Class Collaborateの冊子
● 電子メールヘッダ

● 電子メールフッター

● デジタル広告

● ソーシャル系タイル

Collaborate Communication Resources

 



Collaborate OriginalからCollaborate Ultraへの
移行

このページを活用して、Collaborate Originalを2020年に段階的に廃止するための技術面
の計画を立ててみてください。

Class Collaborate & Supportでの地域特定の日付

計画や変更管理への取り組みについてサポートが必要な場合は、Blackboardのコンサル
ティングサービスチームが協力してその取り組みを指導し、トレーニングのニーズを特

定し、教育機関に合わせてカスタマイズされたアプローチを作成します。詳細について

は、コンサルティングサービスカタログを確認するか、アカウント担当者までお問い合

わせください。

このページの手順に従って、内容が更新されるとEメールでお知らせが届くように設定
してください。

Collaborate Originalでの現在の使用状況

最初の手順は、使用状況レポートを取得して、トップユーザ、セッション数、記録数を

調べることです。

データを確認したうえで、所属教育機関によるユーザアカウントの作成、セッションの

スケジュール設定、記録の管理、次の学期に向けたコースの準備などのアプローチを検

討します。教育機関が分散型アプローチを採用し、ユーザ、セッション、記録が多数存

在する場合、教員やその他のスタンドアロンCollaborate管理者/スーパーバイザは、移行
プロセスにおいてさらに重要な役割を果たすことができます。

レポートに関する詳細情報

コミュニケーション

コミュニケーションプランを作成して、次のユーザに個別に通知します。

● 学習管理システム (LMS)の統合内でCollaborate Originalを使用するインストラク
タ



● ミーティング、プロジェクトチーム、バーチャルオフィス、スケジュールされた

ウェビナーなどの目的で、LMS統合外でCollaborate Originalを使用するユーザ

対象とするコミュニケーションについて検討し、最近Collaborate Originalセッションを
使用したユーザまたはCollaborate Originalの記録にアクセスしたユーザをフォローアッ
プします。

これは、インストラクタが現在または過去の学期から記録をダウンロードし、新しい

Collaborate Ultraワークフロー向けに指導セッションのアクティビティを再設計し、次の
学期が始まるまでに新しいツールを使用して練習できるよう、余裕を持って行う必要が

あります。

リージョンがサポート終了日を迎えると、Collaborate Originalのリンクが切れて記録が
利用できなくなる点にご注意ください。

サポート終了 (EOS)リソース

元のVCR記録ファイルにアクセスできます。これらのファイルを再生するには、ま
ず、Publishアプリケーションを使用してUnpluggedのスタンドアロン記録に変換する必
要があります。Publishおよび「Unplugged」の記録にはJava 8ランタイムのインストール
が必要なため、Publishを使用してVCR記録ファイルをMP4ファイルに変換し、どこで
も再生できるようにすることをお勧めします。

Class Collaborate Publishを使用して、スタンドアロン記録を作成する

Collaborate Ultraを有効にする

Collaborate Originalと同様、Collaborate UltraもLMS統合の内外で利用できます。

● LMSを統合するには、Class Collaborate Ultra Building Block、Moodleモジュール、
またはLTIツールをインストールします。新たな統合の認証情報に関しては、サ
ポートにお問い合わせください。 

o LTI準拠のLMS
o Blackboard Learn 9.1
o Blackboard Learn SaaS

● Class Collaborate Building Blockを使用している場合は、Class Collaborate Ultra
Building Blockに切り替えます。

o Blackboard Learn 9.1



o Blackboard Learn SaaS
● LMS統合外のユーザを管理する必要がある場合は、新しいユーザ名とパスワー
ドが必要になることがあります。Collaborate Ultraにアクセスしてログインしま
す。

● Collaborate Ultraのリリースノートを参照して、新機能やリリースの最新情報を確
認してください。

Collaborate Ultraに対するユーザの準備を整える

また、新しいCollaborate Ultraツールを使用して、計画をしたり、Collaborateユーザをサ
ポートしたりする必要があります。

● Collaborate Ultraのコミュニケーションツールキットには、有益なリソースが含ま
れています。

● ユーザ、特にCollaborate Ultraを使用してコース内で指導や学習セッションを行う
インストラクタ向けのトレーニングプランを作成します。Blackboardのコンサル
ティングサービスチームが、お客様のトレーニングのニーズにお応えします。

Collaborate Ultraのトレーニングオプションを確認してください。
● 以下のユーザ向けCollaborate Ultra情報を使用して、教職員および学生のサポート
リソースポータルを更新することを検討してください。

o Collaborate with the Ultra Experienceのビデオデモを利用開始する
o モデレータ向けCollaborate Ultraを開始する
o 参加者向けCollaborate Ultraを開始する
o Ultraエクスペリエンス :システム要件
o Ultraを使用するためのベストプラクティス
o 元の機能とUltraの機能の比較と関連ロードマップ (近日提供予定)



ネットワーク接続管理
Collaborateは接続速度を監視し、調整します。つまり、低速の接続の場合や、ネット
ワークの品質不良の場合でも、セッションに参加できるということです。

接続ステータス
セッション内で全員 (自分も含め)の接続ステータスを確認できます。ネットワーク接
続のステータスは、以下の2つの場所から観察できます。

● [出席者]パネルから

● メインステージのプロフィール画像から

接続ステータスのインジケータ上にマウスポインタを移動します。表示される詳細画面

から、接続が優良、良、不良のどの状態であるかわかります。ステータスの詳細につい

ては、「接続ステータスの詳細」を参照してください。

キーボードナビゲーションを使用している場合は、キーボードを使って[出席者]パネル
の出席者リストにアクセスします。出席者まで移動すると、その出席者の接続の詳細が

表示されます。スクリーンリーダのユーザは、標準のキーボードナビゲーションコマン

ドを使用して、このコンテンツにアクセスできます。

接続不良の場合は、プロフィール画像の上に接続ステータスのインジケータが表示され

ます。このインジケータの上にマウスポインタを移動すると、接続の詳細が表示されま

す。

この情報は常に更新されています。Collaborateは、現在の接続に基づき、ユーザエクス
ペリエンスを調整します。

動的な調整の詳細

接続ステータスの詳細
接続ステータスの詳細には、多くの情報がありますが、何を意味しているのでしょう

か？

出席者のネットワーク接続状態は、"最高"、"良い"、"普通"、"悪い"のいずれかになり
ます。

●

 最高 :出席者は、すべてを問題なく共有および視聴できます。

●

 良い :出席者は、すべてをほぼ問題なく共有および視聴できます。

●

 普通 :出席者は、ユーザエクスペリエンスの多少の変化を体験できます。

●



 悪い :出席者は、すべての共有または視聴が困難な可能性があります。

アップロードとダウンロード

[上へ]と[下へ]は、その時点で出席者による情報のアップロードおよびダウンロードが
可能であることを示しています。これには、音声、動画、コンテンツの共有または視聴

が可能かどうかも含まれます。

[上へ]の状態が "悪い"場合、出席者による動画の共有は困難な可能性があります。[上
へ]の状態が "良い"場合、問題はありません。[ 下へ]の状態が "良い"場合、出席者によ
るすべての視聴に問題はありません。[下へ]の状態が "悪い"場合、出席者は困難な状況
に陥っています。

[上へ]のデータは、出席者が何かを共有している場合にのみ表示されます。
ビットレート

ビットレートは、音声および動画データの配信量を表す測定単位です。一般に、数値が

高くなるほど、品質は向上します。ただし、この数値にも、共有されているコンテンツ

による影響が生じます。たとえば、音声のみを共有している場合、音声のビットレート

がそれほど高くないというだけの理由で、この数値は低くなります。以下に、さまざま

な機能がどの程度ビットレートに寄与しているのかを示す例をいくつかご紹介します。

● 音声は常に48kbpsを使用します。

● 一般に、各動画で360kbpsを使用しますが、ネットワーク条件によっては20kbps

ほどまで下がることがあります。

● アプリケーション共有の範囲は、共有されているコンテンツおよびネットワーク

条件に応じて70kbpsから500kbpsまでとなります。

幸いにも、出席者の接続性をこれらの数値から突き止める必要はありません。

Collaborateが代わりに計算を実行します。接続ステータスのインジケータを見れば、出
席者の接続性 (最高、良い、普通、悪い)がどうなりそうか、ほとんどわかります。
損失 (音声)
音声および動画がネットワーク上を流れるときに、一部の情報が失われる可能性があり

ます。一般に、動画の損失は重要ではありませんが、音声の損失は重要です。[損失 (音
声)]行は、アップリンクとダウンリンクで失われた音声データの割合を示します。以下
に示すのは、出席者の接続性を判断する際にCollaborateで使用されるしきい値です。

● 10%以下 : "良い"または "最高"。出席者は、問題なくすべての音声を聞くことが

できます。  

● 10%から20% :普通。出席者は、聞き取りに問題がある可能性があります。ただ

し、このレベルの損失が生じても、多くの場合、音声は非常に良好です。損失が

特定の時間に集中する場合は、問題が生じる可能性があります。

● 20%以上 :悪い。出席者は、音声のドロップアウトまたは周期的な機械音の発生

に気付く可能性が高くなります。

多くの場合、Blackboardの音声処理アルゴリズムによって、非常に高いデータ損失率で
さえも軽減可能です。ある期間にわたって均一にデータが失われる場合、20%から30%



の音声データの損失でも引き続き音声は使用可能です。損失がこのレベルにある場合、

通信は引き続き可能ですが、保証はされません。

遅延

[遅延]の値は、出席者のマシンからの音声データがBlackboardサーバに届くまでの長さ
を示しています。

遅延が1秒以上と特に大きい出席者は、対話形式で応答していない可能性があります。
出席者からの応答がないと見なす前に、出席者が応答するための時間を確保してくださ

い。

最適なエクスペリエンスを実現するためのベストプラク

ティス
全出席者

● Collaborateセッションに使用しているブラウザのみ残し、コンピュータ上のその

他のプログラムをすべて閉じます。

● 可能であれば、有線 (イーサネット)接続を使用します。利用できない場合に

は、WiFi接続を使用します。

● Class Collaborateが対応している最新のインターネットブラウザのみを使用しま

す。  

● ギャラリービューの代わりにタイルビューまたは発言者ビューを使用します。

● ギャラリービューを無効にすると、ネットワークの需要を減らす必要がある場合

に動画を最大数表示することができます。 

● セッション中の動画の使用は必要なときのみにします。

モデレータ

ネットワーク接続の不良により出席者が何かを失っているのではないかと心配な場合

は、以下のことも試すことができます。

● セッションを記録します。これにより、出席者は自分が失っている可能性のある

ものを確認できます。

● 出席者が見つけられる場所に、プレゼンテーションとスクリプトをアップロード

します。

● 大人数セッションで、出席者をミュートします。必要な場合、[セッションの設

定]から、参加者による動画の共有を停止することもできます。

● 出席者の接続ステータスを監視し、何かを失っている人がいないか確認します。

これを容易にするために、常に[出席者]パネルを開いた状態にします。

Class Collaborate & Supportのベストプラクティスの詳細 (英語版のみ)

参加と再接続



Collaborateでは、出席者が参加手続きをしている、またはセッションに再接続している
状況もわかります。

● 出席者が参加手続き中の場合、名前の下に[参加中...]と表示されます。[出席者]パ

ネルの出席者のアバターが、紫色の円から緑色になります。出席者が参加したあ

と、アバターは通常表示になります。

● 出席者が再接続している場合、名前の下に[再接続中...]と表示されます。[出席者]

パネルで、再接続している出席者のアバターの円は赤色です。再接続の後は、ア

バターが通常の表示になります。

● 再接続している場合は、再接続中であることを示すようステータスが変化し、音

声や動画などの主要ツールが無効になります。

動画と音声の通知をオンにして、参加または再接続する出席者がいる場合に通知するよ

う設定できます。[設定]に移動し、[通知設定]を選択します。必要な通知を選択しま
す。

動的な調整
Collaborateは、インターネットの接続品質に応じて帯域幅の送受信を動的に調整しま
す。接続が向上または低下すると、動画の帯域幅が調整されます。

また、その他の調整が必要となる場合もあります。Collaborateでは、ユーザエクスペリ
エンスに明確な変更を追加してさまざまな接続障害に対応しています。

ユーザエクスペリエンスが変更された箇所では、その変更と理由が通知されます。

ダウンロード条件に対応したユーザエクスペリエンスの変更

ご使用のネットワーク接続がダウンロードに対応できない場合、動画やアプリケーショ

ン共有関係のユーザエクスペリエンスが変更されます。

最適な帯域幅 低帯域幅
変更される理

由

1人のアクティブな発言者の
動画が表示されます。出席

者全員の音声がオンになっ

ています。

アクティブな発言者の動画は、プロ

フィール画像に置き換わります。

音声そのものは変化しません。

その接続で

は、動画のダ

ウンロードは

できません。

アプリケーションが共有さ

れている間、1人のアクティ
アクティブな発言者の動画は、プロ

フィール画像に置き換わります。

その接続で

は、動画とア



ブな発言者の動画が表示さ

れます。出席者全員の音声

がオンになっています。

音声とアプリケーション共有は変化

しません。

プリケーショ

ン共有のダウ

ンロードはで

きません。

アプリケーションが共有さ

れている間、1人のアクティ
ブな発言者のプロフィール

画像が表示されます。出席

者全員の音声がオンになっ

ています。

アクティブな発言者のプロフィール

画像と音声は変化しません。

十分な帯域幅があれば、アプリケー

ション共有は低品質で送信されま

す。この場合、共有バッジが壊れた

形で表示されます。十分な帯域幅が

ない場合は、アプリケーション共有

が停止します。

その接続で

は、アプリ

ケーション共

有のダウン

ロードはでき

ません。

複数の発言者の動画が表示

されます。出席者全員の音

声がオンになっています。

アクティブな発言者に対してのみ、

動画が表示されます。

音声そのものは変化しません。

その接続で

は、複数の動

画のダウン

ロードはでき

ません。

アップロード条件に対応したユーザエクスペリエンスの変更

ご使用のネットワーク接続がアップロードに対応できない場合、動画やアプリケーショ

ン共有関係のユーザエクスペリエンスが変更されます。

最適な帯域幅 低帯域幅 変更される理由

ユーザは高品質の動画

を共有しています。共

有しているのはカメラ

動画または動画コンテ

ンツです。

動画は、低品質動画ストリームに切り替

わります。

その接続では、

高品質動画の

アップロードは

できません。



ユーザは高品質の動画

を共有しています。共

有しているのはカメラ

動画または動画コンテ

ンツです。

カメラは無効です。動画は送信されませ

ん。

音声送信は維持されます。

他の人は、動画ではなくこの出席者のプ

ロフィール画像を見ることになります。

その接続では、

動画のアップ

ロードはできま

せん。

モデレータは、動画を

無効にした状態でアプ

リケーション共有を

行っています。

音声送信は維持されます。十分な帯域幅

があれば、アプリケーション共有は低品

質で表示されます。十分な帯域幅がない

場合は、アプリケーション共有が表示さ

れなくなります。

その接続では、

アプリケーショ

ン共有のアップ

ロードはできま

せん。

よくある質問
Collaborate with the Ultra Experienceを使用するときの帯域幅消費の主な要因は何です
か？

Collaborateは、帯域幅の使用を動的に調整します。これにより、ユーザのネットワーク
接続を積極的に監視して、ユーザの問題が発生する前にダウンロード速度を調整するこ

とができます。

Collaborate Ultraの帯域幅消費の主な要因は、Webカメラ動画の共有とアプリケーション
の共有です。

● Webカメラ動画の帯域幅は1つのカメラにつき360kbpsから20kbpsまでで、最大4

つのカメラを使用

● 音声は常に48kbpsを使用

● アプリケーション共有と音声は最低88kbpsで受信可能

● アプリケーション共有の帯域幅は500kbpsから70kbpsまで

● 最低128kbps、最大1488kbpsの音声で、4つのカメラを表示可能

チャットなどにも少量のオーバーヘッドが必要です。

ネットワークの状態が低下して、必要な最小帯域幅を維持できない場合、カメラとアプ

リケーション共有がオフになります。1つのカメラと音声の場合、トリガは68 kbpsで、
アプリケーション共有と音声の場合は118 kbpsです。
ネットワークの状態が改善すると、カメラとアプリケーション共有が自動的にオンに戻

ります。

帯域幅が心配な場合、どうすればいいですか？

帯域幅が懸念されるセッションの場合は、手順で必要な場合を除いて、出席者がWebカ
メラ動画を共有しないことをお勧めします。また、モデレータまたはプレゼンタは、ア

プリケーション共有の代わりにファイル共有とホワイトボードをコンテンツに使用する



ことをお勧めします。アプリケーション共有は、手順で必要な場合に使用します。動画

とアプリケーション共有がなければ、128kbps接続のユーザはセッションに完全に参加
できます。

教員に対して、参加者の動画共有を無効にし、アプリケーション共有よりファイル共有

を使用するよう通知することをお勧めします。また、帯域幅はネットワークに関する問

題だけではないことに注意してください。遅延、ジッター、パケットロスなどその他の

要因は、すべてセッションの品質に影響します。

出席者の管理の詳細

フレームレート
● アプリケーション共有 :アプリケーションを共有するときのフレームレートは、

プレゼンタと受信者の両方が利用できる帯域幅に依存します。信頼性の高いブ

ロードバンドネットワークがあり、静止コンテンツの場合、1秒あたり25～30フ

レーム (fps)程度になるでしょう。コンテンツが動画の場合、フレームレートは

動画フレームの大きさと動画の内容に依存します。信頼性の高いネットワークで

あっても、動画が大きく、変化が多い内容の場合、急激にフレームレートが低下

する可能性があります。

● 動画 :動画のフレームレートには40 fpsの上限があります。ただし、動画のフ

レームレートはユーザの帯域幅とカメラの制限の影響を受けます。信頼性の高い

ネットワークでは、30 fpsが現実的です。



ネットワーキング
ユーザに最適なユーザエクスペリエンスを提供します。

Class Collaborateは、ユーザデータグラムプロトコル (UDP)を介してWebRTCが可能な
ネットワークで最適に動作します。また、Collaborateは基本的なWebテクノロジーであ
るWebSocketを必要とします。

ファイアウォール設定
デフォルトでは、CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスは、ユーザデータグラムプ
ロトコル (UDP)を使用して情報送信を行います。UDPは、パケット送信前に接続確立
待ちを行いません。単に、高速かつ効率的なパケットが送信されます。

最適な運用には、ユーザが使用するローカルなUltraスケジューラに対して当社最大の
インターネットプロトコル (IP)範囲を上限として、ポート49152から65535でUDPトラ
フィックを許可するよう、ファイアウォールとプロキシを設定します。

最大範囲のポートを開くことができない場合は、ポート50000でUDPトラフィックを許
可するようにファイアウォールとプロキシを設定することができます。ファイアウォー

ルとプロキシがUDPトラフィックを許可するように設定されていない場合、Collaborate
はWebRTCトラフィックをサポートします。ただし、これは不要なレイテンシを引き起
こし、多少なりともユーザの不満を招くことになるでしょう。

IP範囲のリストについては、Class Collaborate & Supportでネットワーク関連の記事を参
照してください (英語のみ)。
ファイアウォールがこの範囲に開放されていない場合、UDP 50000ポートが試行されま
す。それに失敗しても、トラフィックはTransmission Control Protocol (TCP)でポート443
で接続可能です。TCPはUDPに比べてやや低速の接続プロトコルです。

プロキシ設定
WebSocket
CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスは、HTML5 WebSocketトラフィックを使用し
て、セッションサーバーへの接続を行います。HTML 5 WebSocket接続を許可しない
ネットワークからの接続を試行すると、CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスを立
ち上げることができません。

プロキシサーバーは、Collaborateがプロキシ経由でセッションサーバーへの接続を行う
よう、HTML5 WebSocketトラフィックを許可する必要があります。また、プロキシ
サーバには、このWebSocketトラフィックを処理できるよう特別な設定を行う必要があ
ります。この場合、bbcollab.comドメインからのWebSocketトラフィックが許可リストに
追加されていることを確認してください。これはシステム管理者の作業になります。

WebSocketトラフィックが自分のネットワークで動作しているかわからない場合は、テ
ストすることができます。詳細については、「自分のネットワークでのWebSocketトラ
フィックテストに関するClass Collaborate & Supportの記事」 (英語版のみ)を参照してく
ださい。



WebRTC
プロキシサーバーは、最適なCollaborateユーザエクスペリエンスを実現するため、
WebRTCトラフィックを許可する必要があります。WebRTCにより、ユーザエクスペリ
エンスは帯域幅とネットワーク制約に応じて動的に調整されます。詳細については、

WebRTCのWebサイトを参照してください。



接続の問題
Class Collaborate & Supportは、Class Collaborateのサポートチケットを作成できる場所で
す。

サイト管理者は、Class Collaborate & Supportで作成されたアカウントを持っています
(英語のみ)。
ログインするための認証資格情報が記載されたEメールを受信しているはずです。E
メールが見当たらない場合は、Blackboard担当者に連絡してください。

サポートケースの作成が必要な場合とは
問題の影響を受けているのは、所属教育機関の一部のユーザのみですか、それとも全員

ですか？

セッション内の全員に問題が発生している場合、Collaborateの現在のサービスステータ
スを確認します。その問題が、すでにこちらで把握されている可能性があります。ス

テータスページに何も情報がない場合、その問題についてできるだけ多くの情報を収集

した上で、Class Collaborate & Supportでケースを送信してください。
少数のユーザにだけ問題が発生している場合は、管理者がトラブルシューティングでき

る可能性があります。サポートケースを作成する前に、確認してトラブルシューティン

グできることがいくつかあります。

● Collaborateの現在のサービスステータスをチェックします。サーバのサービス
が停止したことが示された時点で接続が切断された場合は、おそらくそれが原因

です。所属教育機関のセッションは複数のサーバに分散されているため、すべて

のセッションに影響が及ぶことはないはずです。サポートケースを作成する必要

はありません。すでに対処を開始しています。その間、ユーザはセッションに再

接続できるはずです。この場合、ユーザは別のサーバに移動されます。

● ネットワーク接続を確認します。Collaborateの接続ステータスを使用して、自分

自身を含むセッション内の全員のネットワーク接続を確認します。ネットワーク

接続が不良、または不安定な場合、Collaborateサーバ側で解決できる問題ではあ

りません。したがって、サポートケースを作成する必要はありません。サポート

ケースを作成する必要はありません。ネットワークの負荷を軽減するため、接続

のベストプラクティスを試してください。

● ユーザが最新バージョンのインターネットブラウザを使用しているか確認しま

す。ブラウザのアドオンを無効にして問題が解決しないか確認するよう、ユーザ

にアドバイスします。

● ブラウザのキャッシュをクリアし、ブラウザを更新します。ブラウザのキャッ

シュをクリアすることで、Collaborateがセッションを実行するために必要なコン

ポーネントを再ダウンロードすることができます。これにより、特定の接続の問

題と一部のインターフェイスの表示の問題を解決することができます。



できるだけ多くの詳細を収集する
最適なサポートが提供されるように、サポートケースを作成する前に、ユーザに問題に

ついてできるだけ多くの詳細を収集してもらいます。

● 問題を詳しく記述します

● 問題のスクリーンショットを撮ります

● ユーザの接続ステータス

のスクリーンショットを撮ります

● セッションへのリンクを含めます

● 問題が発生した正確な時刻を特定します

● セッションIDおよびセッションインスタンスIDを含めます

サポートケースチケットを作成する
1. Class Collaborate & Supportにログインします。

2. [サポート]セクションから、[ケースの作成]を選択します。

3. 必要なフォーム情報を入力します。できるだけ具体的に入力します。問題が発生

しているサイトの場所のURLリンクを含めてください。

4. [件名/エラーメッセージ]テキストボックスに問題を入力します。

5. 問題またはエラーメッセージの詳細な説明を[説明]テキストボックスに入力しま

す。

o セッションIDおよびセッションインスタンスIDを含めます。一意のセッ

ションIDにより、セッションが実行されたサーバが特定されるため、セッ

ションが簡単に見つかります。

セッションおよびセッションインスタンスIDの見つけ方の詳細
o セッションの日時を特定します。

o 問題を説明します。これは音声の問題ですか？再接続しましたか？

Collaborateエラーが表示されましたか？ブラウザのエラーですか？

o 可能な場合はスクリーンショットを提供します。

6. [再現手順]テキストボックスに、再現手順を具体的かつ正確に入力します。例を

以下に示します。

o 問題が特定のロールまたはユーザで発生するかどうか、特定のブラウザで

発生するかどうか、また、1か所で発生するのか、複数個所で発生するの

かを明確にします。

o 出席者のネットワークが安定していたかどうかを説明します。

o いつ問題が発生したのかを明確に示します。出席者はCollaborateにアクセ

スできましたか？セッションに正常に参加できましたか？コンテンツは共

有されましたか？



7. ケースの重大度レベルを選択します。以下の重大度レベルの定義を使用してくだ

さい。

o 重大度1 :緊急。実稼働システムがダウンしています。システムが機能し
ていない、無効になっている、または応答しません。

o 重大度2 :高。製品は機能していますが、主要コンポーネントが使用でき
ません。

o 重大度3 :中。製品は正常に近い状態で動作していますが、重要度の低い
コンポーネントが正常に機能していません。

o 重大度4 :低。製品強化のリクエスト、すべてのサンドボックスの問題、
または手順に関する支援が必要です。

8. [ケースを作成]を選択して、ケースの作成と保存を行います。

サポートケースを作成すると、Class Collaborate & Supportを使用してケースを監視し、
Blackboardクライアントサポートと通信できるようになります。

セッションIDおよびセッションインスタンスIDを見つける
進行中のライブセッション

1. セッションから、[セッション]メニューを開き、[問題の報告]を選択します。

2. パネルの下部の[送信]ボタンの上に表示されている[セッションUID]と[セッション

インスタンスUID]の値をコピーします。

終了した過去のセッション

マネージャは、出欠レポートをダウンロードできます。レポートのSessionIdentifier列と
SessionInstanceIdentifier列の下に、セッションIDとセッションインスタンスIDの値が含
まれています。

セッションの記録

マネージャは、記録レポートをダウンロードできます。レポートのSessionIdentifier列と
SessionInstanceIdentifier列の下に、セッションIDとセッションインスタンスIDの値が含
まれています。



マネージャ向けCollaborate Ultraヘルプ
ユーザの管理

記録

セッション出席レポート

ストレージ使用レポート

字幕レポート

メトリックレポート

記録のレポート

出欠レポート



ユーザの管理
ユーザアカウント
Blackboardは、設定時に管理者アカウントとマネージャアカウントを提供します。マ
ネージャアカウントは1つだけです。それ以上作成することはできません。マネージャ
アカウントの権限は最高レベルで、管理者アカウントとスーパーバイザアカウントを作

成できます。

● マネージャ :教育機関レポートとセッションレポートを表示できます。マネー

ジャは管理者とスーパーバイザを設定できます。マネージャは独自の記録を作成

または管理することはできません。マネージャは、管理者またはスーパーバイザ

から出席を招待されたセッションおよびその記録のみを表示できます。

● 管理者 :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できます。管理

者は、スーパーバイザの設定、新規セッションの作成、人の招待ができます。

● スーパーバイザ :個別のセッションの「セッション出欠」レポートを表示できま

す。スーパーバイザは、セッションの作成および出席の招待ができます。スー

パーバイザは自身のセッションおよび記録の作成と管理に加え、管理者または別

のスーパーバイザから出席を招待されたセッションとその記録を表示することが

できます。

管理者アカウントは複数持つことができます。たとえば、管理者は学部ごとにユーザと

セッションを管理することができます。管理者アカウントを管理できるのはマネージャ

だけです。

スーパーバイザアカウントは管理者が管理する必要があります。あなたがマネージャで

ある場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに既存の管理者を割り当てま

す。あなたが管理者である場合は、作成したすべてのスーパーバイザアカウントに管理

者として自動的に割り当てられます。

新しいユーザアカウントを作成する場合は、そのユーザにログイン情報を知らせる必要

があります。Collaborateがあなたの代わりに知らせることはありません。

新規ユーザの作成
ユーザの作成と管理には管理者またはマネージャアカウントを使用します。管理者は

スーパーバイザを設定できます。マネージャは管理者とスーパーバイザを設定できま

す。

CSVファイルを使用してアカウントをインポートすることもできます。
1. スケジューラから[ユーザ]を選択します。

2. [新規ユーザの作成]を選択します。

3. 必要に応じて、各アカウントの氏名 (名)、氏名 (姓)、表示名を入力します。



表示名を空白にした場合は、ユーザの氏名 (名)と氏名 (姓)がデフォルトで使用
されます。氏名 (名)と氏名 (姓)が入力されていない場合は、ユーザ名が表示名
として使用されます。

4. 各アカウントのユーザ名、パスワード、電子メールアドレスを入力します。

ユーザ名は、自分のログイングループ内だけではなくCollaborate全体で一意であ
る必要があります。Collaborateのすべてのユーザ名は、地理的領域ごとに共有
データベースに保存されます。別のログイングループにすでに存在するユーザ名

は使用できません。ユーザ名は最大64文字とし、空白文字を使用でき、大文字小
文字の区別があり、英数字で始まるものとします。ユーザ名には次の文字を使用

できません : <&\"#%
5. ユーザのアカウントロールを選択します。

o スーパーバイザ :セッションの作成、人の招待ができます。

o 管理者 :スーパーバイザの設定、新規セッションの作成、人の招待ができ

ます。

6. あなたがスーパーバイザアカウントを設定しているマネージャである場合は、

[管理者を選択]メニューから管理者を選択します。この管理者が今後、ユーザア

カウントを管理します。 

7. [保存]を選択します。

8. ユーザにログイン情報を知らせます。

ユーザの一括アップロード
CSVファイルを作成して、一度に複数のユーザアカウントをインポートすることができ
ます。

Sample csv for bulk uploading users
まずはCSVファイルを作成します。CSVファイルには、次のフィールドを以下の順序で
使用し、列ヘッダを以下のように記入する必要があります。

● userName (必須)

ユーザ名は一意でなければなりません。最大64文字とし、空白文字を使用でき、
大文字小文字の区別があり、英数字で始まるものとします。また、次の文字は使

用できません。<&\"#%
● firstName (任意)

● lastName (任意)

● displayName

表示名を空白にした場合は、ユーザの氏名 (名)と氏名 (姓)がデフォルトで使用
されます。氏名 (名)と氏名 (姓)が入力されていない場合は、ユーザ名が使用さ
れます。

● password (必須)



● email (必須)

● role (必須)

o スーパーバイザは「S」

CSVの列ヘッダは、ここで示したとおり正確に記入する必要があります。たとえば、
"Last Name"ではなく "lastName"を使用します。また、ヘッダは英語で記入する必要が
あります。翻訳されたヘッダは機能しません。

ファイルのアップロード

1. [ユーザ管理]から、[複数のユーザをアップロード]を選択します。

2. あなたがマネージャである場合は、[管理者を選択]メニューから管理者を選択し

ます。この管理者が今後、ユーザアカウントを管理します。 

3. [新規ユーザをアップロード]を選択し、該当するCSVファイルを参照して[アップ

ロード]を選択します。

4. 問題がなければ、[確認]を選択してユーザのアップロードを終了します。エラー

がある場合は、CSVファイル上で修正してから、ファイルをもう一度アップロー

ドします。

5. ユーザにログイン情報を知らせます。

ユーザの更新または編集
マネージャはすべてのユーザを編集できます。管理者は、自分に割り当てられたスー

パーバイザアカウントのみ更新できます。

1. [ユーザ管理]から、更新または無効にするユーザを検索します。

2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択します。

3. [ユーザを編集] を選択して、変更を加えます。

4. ［保存］を選択します。

パスワードのリセット
ユーザは、ログイン画面と個人のプロファイルページから自分のパスワードをリセット

できます。管理者とマネージャは、[ユーザ管理]からユーザパスワードを変更すること
もできます。

ユーザのパスワードを変更する場合は、新しいパスワードをユーザに知らせる必要があ

ります。

1. [ユーザ管理]から、更新するユーザを検索します。



2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択し、[編集]を選択します。

3. [パスワードの変更]チェックボックスを選択します。

4. 新しいパスワードを入力します。

5. 新しいパスワードを再度入力して確認します。

6. ［保存］を選択します。

7. ユーザに新しいパスワードを知らせます。

ユーザを無効にする
マネージャはすべてのユーザを無効にできます。管理者は、自分に割り当てられたスー

パーバイザアカウントのみ無効にできます。

無効なユーザは削除されません。マネージャはアカウントを再度有効にできます。

1. [ユーザ管理]から、更新または無効にするユーザを検索します。

2. 該当するユーザの[ユーザオプション]を選択します。

3. [ このアカウントを無効にする]を選択します。

4. [はい、アカウントを無効にします]を選択して、このアカウントを無効にするこ

とを確認します。

ユーザを再度有効にする
無効なユーザを、マネージャアカウントで有効にすることができます。管理者がユーザ

を再度有効にすることはできません。

1. Collaborate スケジューラにマネージャとしてサインインします。

2. [ユーザ]を選択します。

3. [ユーザ管理]から、[フィルタリング]メニューを開きます。

4. [無効になったアカウント]を選択します。

5. 有効にするユーザを特定し、[ユーザオプション]メニューを選択します。

6. [このアカウントを有効にする]を選択します。

マネージャ向けCollaborateの記録



モデレータはセッションを記録し、共有することができます。記録はMP4ファイルとし
て保存されます。ユーザは記録をストリーミングまたはダウンロードして見ることがで

きます。

音声や動画、セッション中に共有されるその他のコンテンツも記録可能です。音声はモ

ノラルで録音されます。

セッション中に使用されるリアルタイム字幕やサブタイトルのキャプチャも可能です。

セッションで使用された字幕が複数ある場合は、最初のものが記録されます。

モデレータ向け記録機能の詳細

[すべての記録]にLMSの記録が表示されないのはなぜです
か？
マネージャおよび管理者は、そのマネージャまたは管理者のアカウントが招待された

セッションの記録のみを表示することができます。現時点では、学習管理システム

(LMS)の記録を表示することはできません。

記録の一括ダウンロードまたはコピー
ケースを送信して記録を一括削除する前に、ローカルに記録をダウンロードするか、所

属教育機関用のAmazon S3ストレージに記録をコピーします。
マネージャアカウントのみが、教育機関の記録をローカルドライブにダウンロードする

かAmazon S3ストレージにコピーすることを選択できます。
ローカルへの一括ダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を超
える場合は、Amazon S3ストレージにコピーする必要があります。
記録レポートのダウンロードファイルを編集して、コピーする記録を含めます。[記録
をコピー ]を選択し、ファイルをアップロードしてプロセスを開始します。
記録レポートのダウンロードと編集

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[レポート]を展開し、[教育機関レポート]を選択します。

3. 記録レポートを選択して、レポートをダウンロードします。ダウンロードするレ

ポートがない場合はレポートを生成する必要があります。

6か月を超える日付範囲は設定できません。UTC/GMT (00:00)タイムゾーンを使
用します。

4. ダウンロードされたレポートをExcelにインポートします。Excelを開き、[ファイ

ル]、[インポート]の順に選択します。

5. ダウンロードまたは教育機関のストレージにコピーしたくない記録を削除しま

す。各行が記録を示します。

ローカルへのダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を
超える場合は外部ストレージにコピーする必要があります。レポートの

[StorageUsageGigabytes]列を使用すると、サイズを判断できます。
記録レポートの列の意味に関する詳細



6. ファイルを保存してCollaborateに戻り、ダウンロードまたはコピーを開始しま

す。

記録のローカルへのダウンロード

ローカルへのダウンロードは一度に最大10 GBまでに制限されています。制限を超える
場合は外部ストレージにコピーする必要があります。

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[記録]を選択し、[教育機関レポート]を選択します。

3. [記録をコピー]を選択します。コピー中は新しいコピーを開始できません。

4. [CSVファイルをアップロード]を選択し、編集済みの記録レポートを参照しま

す。

5. [ローカルにダウンロード]を選択します。

6. [ダウンロード]を選択します。

外部ドライブへの記録のコピー

1. Collaborateにマネージャとしてサインインします。

2. 左のナビゲーションで[記録]を選択し、[教育機関レポート]を選択します。

3. [記録をコピー]を選択します。コピー中は新しいコピーを開始できません。

4. [CSVファイルをアップロード]を選択し、編集済みの記録レポートを参照しま

す。

5. [外部ストレージ]を選択します。

Collaborateで記録をAmazon S3ストレージにコピーするには、アクセス権が必要
です。アクセス権がない場合は、CloudFormationテンプレートリンクを選択して
ストレージを設定します。テンプレートにアクセスするには、Class Collaborate
& Support資格情報を使用してサインインする必要があります。この操作は1回の
み必要です。

6. 必要な情報を入力します :

o S3バケット名 : AWSコンソールからS3バケット名をコピーします。[論理

ID]列でClientBucketを探します。ClientBucketの[物理ID]が、必要

になるS3バケット名です。

o アラート用Eメール :コピー完了時にアラートを受信するEメールアドレス

です。

7. [コピー]を選択します。

Collaborateが記録をAmazon S3ストレージにコピーするのに時間がかかる場合がありま
す。いつでもこのページを離れることができます。コピーが完了したら、指定したアド

レスにEメールが送信されます。
[教育機関の記録]ページでもコピーのステータスを確認できます。

コピーが完了したら、S3バケットに移動してファイルを確認します :
● 記録のMP4



● チャットのTXTファイル

● 字幕のVTTファイル

● メタデータログのCSV

[教育機関の記録]ページのコピーIDは、ログやコピー済みファイルを確認できる
Amazonストレージのフォルダ名と同じです。
メタデータログをレビューして、すべての内容が正常にコピーされているか確認しま

す。ファイル名の始めにはコピーが開始された年、月、日が記述されます。ファイル名

は"Collaborate_recording_extract.csv"で終わります。CSVの内容はコピー処理の開始に使
用された記録レポートと同じですが、次の列が追加されます :  

● RecordingLink :この特定の記録を見つけるためのS3バケット内のパスです。

● RecordingFailureStatus :空白の場合、記録のコピーで問題が発生していないこ

とを示します。 

● ChatLink :チャットファイルを見つけるためのS3バケット内のパスです。空白の

場合、記録のチャットがないか、コピーが失敗したことを示します。

● ChatFailureStatus :データがある (空白ではない)場合、チャットファイルのコ

ピーで問題が発生したことを示します。

● SubtitleLink :字幕ファイルを見つけるためのS3バケット内のパスです。空白の

場合、記録の字幕がないか、コピーが失敗したことを示します。

● SubtitleFailureStatus :データがある (空白ではない)場合、字幕ファイルのコ

ピーで問題が発生したことを示します。



ストレージ使用レポート
ストレージ使用レポートを使用すると、マネージャは自身でいつでも教育機関のスト

レージを追跡できます。マネージャはこのレポートを使用して、所属教育機関が記録ス

トレージのうち何GBを使用しているかを確認できます。この可視化により、タスクや
契約の調整を見越し、計画を立てることが大幅に簡単になります。

このレポートには、生成日の時点における教育機関全体での記録ストレージの合計が表

示されます。個別の記録のストレージ情報については、記録レポートを使用します。

ストレージ使用レポートの作成およびダウンロード
ストレージ使用レポートは、CSVファイル形式でのみダウンロードできます。ストレー
ジ使用レポートをダウンロードできるのは、マネージャだけです。

1. スケジューラにマネージャとしてサインインし、[レポート]、[教育機関レポー

ト]の順に選択します。

2. ストレージ使用レポートを選択します。

3. [レポートを生成]を選択します。

4. レポートが作成されたら、[レポートをダウンロード]を選択します。

CSV形式でエクスポートするストレージ使用レポートの列
名

● ReportDate :レポートが生成された日付 (YYYY-MM-DD)。

● StorageUsageGigabytes :合計使用量 (GB)。

ストレージ使用レポートのFAQ
ストレージ使用レポートとBlackboard Data開発者層との違いは何ですか？

● ストレージ使用レポートは新しいレポートが生成されるたびに更新されます。一

方、Blackboard Dataはスケジュールに基づいて1日1回、午前3時 (UTC0)に更新さ

れます。

● 記録を削除したとき、その影響をただちにストレージレポートで調べることがで

きます。Blackboard Dataに反映されるまでは、最大で1日かかります。

● Blackboard DataにはBlackboard Learnインスタンスに関連するデータのみが含まれ

ます。Learnとスタンドアロンスケジューラの両方からCollaborateを使用している

場合、Blackboard Data開発者層のデータには、スタンドアロンスケジューラから

の記録は含まれません。Blackboard Data開発者層に含めるには、LMS内からセッ

ションに参加し、記録する必要があります。



ストレージ使用レポートとアカウントチームからEメールで受信する月次レポートとの
違いは何ですか？

● ストレージ使用レポートには、レポート生成日までの全記録の消費量が表示され

ます。月次レポートには、月ごとの使用量のピーク (最大使用量)が表示されま

す。

● 月内に記録を削除した場合、月次レポートには当該月のピークが表示されるた

め、依然として同じ数値が表示されます。月次レポートには記録の削除の影響が

翌月に反映されます。ストレージ使用レポートには、削除後すぐに新しい合計値

が表示されます。

● アカウントチームからの月次レポートでは、教育機関/アカウントのすべてのロ

グイングループの合計が示されます。教育機関にはログイングループが複数存在

する場合があります。マネージャは、各ログイングループに接続して、グループ

ごとに使用レポートを実行できます。ストレージ使用レポートには、レポート実

行時点で認証されているログイングループについて結果が表示されます。

記録を削除した場合、このレポートでストレージ使用量が更新されるのはいつになりま

すか？

● 数分かかることがありますが、その後[レポートを生成]を再度選択すると、最新

情報が表示されます。

先週使用した新しいストレージの量を知ることはできますか？

● いいえ、ストレージレポートはその時点でのレポートです。レポート生成時点で

の合計ストレージ使用量のみが表示されます。レポートを毎週実行して追跡記録

を保存すれば、ストレージ使用量の変化を確認できます。

このレポートでは、生成日のストレージの増加量を確認できますか？または、本日まで

の合計使用量から削除分を引いた量が分かりますか？

● ストレージ使用レポートには、削除済みの記録を除いた、レポート生成日までの

合計使用量のみが反映されます。



セッション出席レポート
このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。
セッション出席レポートは、参加者がセッションに参加および退出した時間の概要を示

します。これによって、出席者がセッションに参加していた時間の平均がわかります。

すべての出席者がカウントされます。ブラウザとモバイルアプリのどちらから参加して

いてもかまいません。

セッションを複数回利用している場合には、利用ごとにレポートが生成されます。

[レポートを表示]を選択すると、レポート全体が表示されます。各参加者がセッション
に入退出した時間が確認できます。この情報を参考に、それぞれの参加者が技術的な問

題を抱えていたのか、または提示物および意見交換について簡単な確認が必要かどうか

確認します。

セッション出席レポートの表示
マネージャは自分のインスタンスの全セッションの出欠レポートを表示できます。モデ

レータは自分のセッションの「セッション出欠」レポートのみ表示できます。管理者は

このデータを印刷可能なビューまたはCSV形式でエクスポートできます。
モデレータは自分のセッションのレポートを表示できます。詳細については、「モデ

レータ向けセッション出欠レポート」を参照してください。

レポートのマネージャビュー

1. スケジューラにマネージャとしてログインし、[レポート] 、[セッションレポー

ト]の順に選択して最近のレポートの一覧を表示します。レポートが表示されな

い場合は、[フィルタリング]を使って日付範囲による表示を行います。タイム

ゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。

2. 表示するレポートを特定し、[レポートを表示]を選択します。

レポートのエクスポートと印刷
レポート全体の印刷可能なバージョンをダウンロードします。

1. ダウンロードするレポートを特定し、[レポートを表示]を選択します。

o [印刷可能]を選択し、ページを印刷します。

印刷可能なバージョンのレポートには、選択した日付範囲で該当するすべ

ての参加者が含まれます。レポートをユーザでフィルタリングし、[印刷
可能]を選択すると、印刷可能なバージョンにすべてのユーザが表示され
ます。

o [CSVにエクスポート]を選択して、レポートをエクスポートします。

iPhoneおよびiPadのユーザがレポートを正しく表示するには、デバイスに
Microsoft Excelをインストールしておく必要があります。



CSV形式でエクスポートする列名
このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

● 名前 :出席者の固有の名前

● Username :出席者の一意のユーザ名

o LMSに参加 :ユーザ名は、出席者のLMSでの一意の学生ユーザ名です。

o ゲストリンク : LMSに学生として参加していないので、ユーザ名は[名前]

列と同じです。

● 担当:出席者のロール

o モデレータ

o プレゼンタ

o 参加者

● AttendeeType :出席者のタイプ。出席者はユーザアカウントを使ってログインす

るか、ゲストとして参加

● 最初の参加 : 出席者が初めてセッションに参加した日時。タイムゾーンは、
UTC/GMT (00:00)を使用します。

● 前回の退席 :出席者がセッションを最後に退席した日時。タイムゾーンは、

UTC/GMT (00:00)を使用します。

● 合計時間 :出席者がセッションに参加した合計時間

● 参加 :出席者がセッションに参加/再接続した回数

参加の数が多いほど、出席者に接続の問題が生じていた可能性が高くなります。

レポートをフィルタリングする
検索とフィルタを使用して、探しているレポートを見つけます。

● 日付範囲 : [レポート]ページの[フィルタリング]メニューから、[最近のレポート]

または[範囲に含まれるレポート]を選択します。初期設定では、過去30日間の最

新レポートが表示されます。タイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● セッション名 : [レポート]ページから、[レポートを検索]を選択します。検索する

セッションの名前を入力します。

特定の出席者を表示するにはレポートを開き、[レポートを検索]を選択します。検索す
る出席者の名前を入力します。

セッションID
レポートのセッションIDは、セッションの一意の識別子です。IDには、Blackboardサ
ポートがセッションにかかわる問題を解決するために利用できる情報が含まれていま

す。

1. Class Collaborate & Supportにケースを送信する (英語のみ)。

2. 問題を詳しく記述します。記述内容が詳細なほど、良い結果が得られます。

3. これらの詳細を記述に含めます。

o セッションの識別子



o セッション名

o 開始日時と終了日時



メトリックレポート

メトリックレポートは、Collaborate with the Ultra Experienceの使用方法に関する詳細な
概要を提供するためのものです。この情報には、所属教育機関に適用される頻度や規模

が含まれているため、サービスに関して十分な情報を得たうえで意思決定を行うことが

できます。

このレポートでは、UTC/GMT (00:00)のタイムゾーンを使用して毎日セッションメト
リックを計算しています。

 メトリックレポートの作成およびダウンロード

メトリックレポートは、CSVファイル形式でのみダウンロードできます。メトリックレ
ポートを作成およびダウンロードできるのは、マネージャだけです。

iPhoneおよびiPadのユーザがレポートを正しく表示するには、デバイスにMicrosoft
Excelをインストールしておく必要があります。

1. スケジューラにマネージャとしてログインし、[レポート]、[教育機関レポート]
の順に選択します。

2. [メトリックレポート]を選択します。
3. [日付範囲]で、レポートの日付範囲を選択します。6か月を超える日付範囲は設
定できません。UTC/GMT (00:00)タイムゾーンを使用します。

4. [レポートを生成]を選択します。
5. レポートが作成されたら、[レポートをダウンロード]を選択します。

レポートのデータ量が多い場合、生成に時間がかかる場合があります。レポート

が生成される間パネルを開いたままにして、後でダウンロードすることができま

す。

メトリックレポートには複数の列が含まれており、各列は1日ごとに集計されます。た
とえば、このレポートを1週間実行する場合は、CSVに7つの行が表示されます。1行に1
日分のレポートが示されます。

メトリックCSV形式でエクスポートする列名



● SessionsCreated :日付範囲内に作成された個別セッションの合計数。これらの
セッションはその日付範囲内に開始される場合と開始されない場合があります。

● SessionInstancesLaunched :日付範囲内に開始された個別セッションインスタン
スの数。開始されたセッションには既存および新規のセッションが含まれる場合

があります。

開始されたセッションでは最初に参加した人がカウントされます。参加した他の

出席者はカウントされません。たとえば、1つのセッションがあり、10人がそれ
に参加した場合、開始されたセッションは1となります。

● SessionTime :各セッションに出席したユーザ数にかかわらず、全セッションで
の合計ルーム時間 (HH:MM:ss)。この時間は、顧客契約にある資格の分数メト
リックとは異なります。

たとえば、30分のCollaborateセッションに5人の出席者がいたとします。
SessionTimeは30分ですが、資格用途の合計分数は150分です。

● 出席者 :出席者の数 (全セッション中)
● AttendeesUnique :AttendeesUniqueは、レポートの各日にセッションに参加した
人数を示します。出席者が複数のセッションに参加しても1回以上はカウントさ
れません。ただし、日付が変わると新規の出席者としてカウントされます。たと

えば、50人の学生がいる教育機関で、1日20件のセッションが実施されており、
20件すべてのセッションに50名の学生全員が出席したとします。出席者が1,000
人とカウントされても、AttendeesUniqueは50人とカウントされる場合がありま
す。2日間の場合は、AttendeesUniqueは100人になります。

それぞれの日のAttendeesUniqueは、以下の2つの測定値の合計としてカウントさ
れます。

o 統合 (LMS)およびログインした出席者 : LMSからCollaborateのセッション
にアクセスした出席者、またはCollaborateセッションサーバに直接ログイ
ンした出席者の数。これらの出席者については、セッションに表示される

出席者名は無関係です。異なる2人の学生が同じ名前である場合でも、
Collaborateサーバに提供される情報から、個別のユーザ数をカウントする
ことができます。

o ゲスト出席者 :セッション間で固有の名前を持つゲスト出席者の数で、次
のようになります。

▪ 同じ名前を持つ出席者がセッションに再接続すると、この出席者の

2番目のインスタンスはカウントされません。たとえば、Peterが生
物学101というセッションに参加したとします。Peterのステータス



は「再接続中」と表示されます。Peterが再接続しても、再カウン
トされません。

▪ 同一または別の出席者が同じ名前を使用して異なるブラウザから参

加すると、この名前は「Peter #2」としてセッションに入り、カウ
ントされます。

▪ 別の出席者が同じ名前で別のセッションに参加すると、この出席者

もカウントされます。たとえば、別人のPeterが美術史のセッショ
ンに参加した場合、この新しいPeterがカウントされます。

名前は、ゲスト出席者がセッションに参加するときに提供します。ゲスト

出席者は、ユーザが同一人物であるか別人であるかを提供された情報に基

づいて判断できない場合にのみ、重複してカウントされます。

● AttendeesSessionPeak : 1つのセッションにおける同時出席者の最大数 (セッショ
ン中の任意の時点における最大出席者数)

● AttendeesPeak :その日のセッションに参加したログイングループにおける出席
者の最大数

● SessionInstancesPeak :同時セッションの最大数 (セッションの一意のインスタ
ンス)、同時に実施される一意のセッションの最大数

● Session20 : 20人以上の出席者があるセッションの数
● Session50 : 50人以上の出席者があるセッションの数
● Session100 : 100人以上の出席者があるセッションの数
● Recordings :記録が行われた数
● RecordingDuration :記録された時間 (分)



出欠レポート

出欠レポートでは、セッション出欠レポートの他に、すべてのセッションの概要とセッ

ション出席者の詳細をマネージャに提供します。これには、セッションを開始した時

間、セッションを終了した時間、各出席者の参加時間と退席時間が含まれます。

このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

出欠レポートの作成およびダウンロード

出欠レポートは、CSVファイル形式でのみダウンロードできます。出欠レポートをダウ
ンロードできるのは、マネージャだけです。

iPhoneおよびiPadのユーザがレポートを正しく表示するには、デバイスにMicrosoft
Excelをインストールしておく必要があります。

1. スケジューラにマネージャとしてログインし、[レポート]、[教育機関レポート]
の順に選択します。

2. [出欠レポート]を選択します。
3. [日付範囲]で、レポートの日付範囲を選択します。6か月を超える日付範囲は設
定できません。UTC/GMT (00:00)タイムゾーンを使用します。

4. [レポートを生成]を選択します。
5. レポートが作成されたら、[レポートをダウンロード]を選択します。

レポートのデータ量が多い場合、生成に時間がかかる場合があります。レポート

が生成される間パネルを開いたままにして、後でダウンロードすることができま

す。

CSV形式でエクスポートした出欠レポートの列名

このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

● SessionDate :セッションが作成された年月日 (MM/DD/YYYY HH:MM)。タイム
ゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● SessionName :セッションの名前



● SessionIdentifier :セッションの一意の識別子
● SessionInstanceIdentifer :セッションオカレンスの一意の識別子
● SessionOwner :セッションの所有者の名前
● RoomOpened :ルームが開かれた日時 (MM/DD/YYYY HH:MM)。タイムゾーン
は、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● RoomClosed :ルームが閉じられた日時 (MM/DD/YYYY HH:MM)。タイムゾーン
は、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● NameOfAttendee :出席者の表示名
● FirstNameOfAttendee :出席者の名
● LastNameOfAttendee :出席者の姓
● EmailOfAttendee :セッション招待パネルに入力された出席者のEメールアドレ
ス。LMSの設定によっては、LMS統合でEメールが空白になっている場合があり
ます。ゲストリンクのEメールは空白です。

● Username :出席者のユーザ名

ユーザ名がない場合は、表示名が使用されます。たとえば、ゲストユーザの場合

は、ログインしないため、ここに表示名が使用されます。

● AttendeeRole :出席者のロール (モデレータ、プレゼンタ、参加者)
● AttendeeType :出席者がユーザアカウントを持っているかどうかを識別
● AttendeeFirstJoinTime :出席者が初めてセッションに参加した日時

(MM/DD/YYYY HH:MM)。タイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。
● AttendeeLastLeaveTime :出席者が最後にセッションを退席した日時

(MM/DD/YYYY HH:MM)。タイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。
● AttendeeTotalTimeInSession :出席者がセッションで費やした合計時間

(HH:MM:ss)
● AttendeeTotalRejoins :出席者がセッションに参加し直した合計回数
● ContextName :コース、グループ、またはフォーラムの名前。
● ContextIdentifier :コース、グループ、またはフォーラムの一意の識別子。

コンテキスト名およびIDの列に何も表示されていない場合、お使いのLMSバー
ジョンはサポートされていません。





字幕レポート

記録の字幕レポートを使用すると、マネージャは所属教育機関での記録における字幕の

使用状況について、自身でいつでも追跡できます。このレポートには、生成日時点で記

録に使用されている字幕の合計時間 (分)が表示されます。この可視化により、契約の
調整を見越すことが大幅に簡単になります。

このレポートには、字幕の量にかかわらず合計使用分数が「01分を使用」、「1,000分
を使用」、「1,000,000分を使用」のように表示されます。

記録の使用レポートの作成

1. スケジューラにマネージャとしてサインインし、[レポート]、[字幕レポート]の
順に選択します。

2. [レポートを更新]を選択します。
3. 記録の字幕レポートの横に、使用合計分数および更新日が表示されます。

レポートの結果はスケジューラセッションが開かれている間に利用可能となります。新

しいセッションごとに、[レポートを更新]を選択して結果を再表示します。

記録のレポート

記録レポートでは、所属教育機関の記録に関するデータをマネージャに提供します。こ

のデータには、記録名、記録を見るためのリンク、記録の作成日時、記録の合計時間が

含まれます。

このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

記録レポートの作成およびダウンロード



記録レポートは、CSVファイル形式でのみダウンロードできます。記録レポートをダウ
ンロードできるのは、マネージャだけです。

iPhoneおよびiPadのユーザがレポートを正しく表示するには、デバイスにMicrosoft
Excelをインストールしておく必要があります。

1. スケジューラにマネージャとしてログインし、[レポート]、[教育機関レポート]
の順に選択します。

2. [記録レポート]を選択します。
3. [日付範囲]で、レポートの日付範囲を選択します。6か月を超える日付範囲は設
定できません。UTC/GMT (00:00)タイムゾーンを使用します。

4. [レポートを生成]を選択します。
5. レポートが作成されたら、[レポートをダウンロード]を選択します。

レポートのデータ量が多い場合、生成に時間がかかる場合があります。レポート

が生成される間パネルを開いたままにして、後でダウンロードすることができま

す。

CSV形式でエクスポートした記録レポートの列名

このレポートで使用しているタイムゾーンは、UTC/GMT (00:00)です。

● RecordingCreated :記録が作成された日時 (YYYY-MM-DD HH:MM)。タイム
ゾーンは、UTC/GMT (00:00)を使用します。

● SessionOwner :セッションの所有者の名前
● SessionName :セッションの名前
● SessionIdentifier :セッションの一意の識別子
● SessionInstanceIdentifier :セッションオカレンスの一意の識別子
● NumberOfUniqueAttendees :記録されたセッションの固有の出席者の数
● RecordingName :記録の名前
● RecordingLink :記録のURLリンク
● RecordingDuration :記録の長さの時分秒 (HH:MM:ss)
● StorageUsageGigabytes :各記録のサイズ (GB)
● HasLiveCaptions :記録されたライブセッションでライブ字幕が使用されたかど
うか (trueまたはfalse)

● HasUserCaptions :字幕が記録に追加されたかどうか (trueまたはfalse)



● PlaybackCount :記録が閲覧された回数
● LastPlaybackDate :記録が最後に閲覧された日付。タイムゾーンは、UTC/GMT

(00:00)を使用します。
● DownloadCount :記録がダウンロードされた回数
● LastDownloadDate :記録が最後にダウンロードされた日付。タイムゾーンは、

UTC/GMT (00:00)を使用します。
● RecordingStatus :記録の処理ステータス。ステータスは[完了]または[失敗]のい
ずれかです。

o 完了 :処理が問題なく完了し、記録の再生準備ができています
o 失敗 :処理が失敗し、記録が現在利用できません

● ContextName :コース、グループ、またはフォーラムの名前
● ContextIdentifier :コース、グループ、またはフォーラムの一意の識別子

コンテキスト名およびIDの列に何も表示されていない場合、お使いのLMSバー
ジョンはサポートされていません。

● ExternalContextID :記録とLMSコースの関連付けを可能にする、LTI統合により
作成される一意の識別子



索引

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html
https://www.class.com/support/collaborate/
https://support.class.com/s/
https://www.class.com/collaborate
http://www.webrtc.org/
https://data.blackboard.com/dictionary/entity-relationships/all-submodels
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebVTT_API
https://en.wikipedia.org/wiki/SubRip
https://www.3playmedia.com/
https://www.3playmedia.com/2017/03/08/create-srt-file/
https://www.tollfreeforwarding.com/
https://www.w3.org/TR/webvtt1/
https://youtu.be/1W4sGpVmJaY


