
Class Collaborate with the Ultra Experienceで
のアクセシビリティ

Table of Contents

COLLABORATEのナビゲーション 4

セッションに参加する 4
[セッション]メニュー 4
COLLABORATEについて – COLLABORATEのご紹介 5

COLLABORATEについて –プライベートチャットについて 5

セッションから退出 6

セッションから退出 –どのような種類の問題が発生しましたか？ 6

セッションから退出 –アンケートをスキップ 7

ステータスおよび設定 7
音声、動画、挙手のコントロール 8
音声の共有のオン/オフの基本 8

動画の共有のオン/オフの基本 8

挙手と挙手の取り消しの基本 8

モードの切り替えトグルボタン 9
[COLLABORATE]パネル 9

[COLLABORATE]パネルのナビゲーション 11

[COLLABORATE]パネルのナビゲーション 11
チャット履歴 11
CHROME、FIREFOX、JAWS、NVDAのチャット履歴 11

MACのSAFARIでのチャット履歴 12

音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション 13
出席者リスト 13
アンケート 13
コンテンツの共有 13
ファイルの共有 14

スライドのナビゲーション 14

[出席者]パネルのナビゲーション 15

[出席者]パネルを見つける 15
[オプションを開く]ポップアップボタン 15

パネルの切り離しまたは結合 15



パネルの切り離し 15

パネルの結合 16

出席者の検索 16
[参加者コントロール]ポップアップボタン 16

個人的なチャット 16
ネットワークステータスインジケータのツールチップ 17

支援技術を使用したCOLLABORATEでのチャット 20

チャットへのアクセス 20
プライベートチャット 20
全員とのチャット 21
チャットメッセージの送信 21
絵文字の送信 21
絵文字のキーボードショートカット 22
チャット履歴 24
CHROME、FIREFOX、JAWS、NVDAのチャット履歴 24

MACのSAFARIでのチャット履歴 25

音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション 25

共有コンテンツ 28

[コンテンツの共有]パネル 28
注釈ツール 29
タイマー 30
タイマーの詳細 30

COLLABORATEの字幕 30

ライブ字幕 (クローズドキャプション) 30
字幕入力担当者になる 31
字幕を表示する 32
字幕のフォントサイズを変更する 33

ライブ字幕と中国語、日本語、韓国語のブラウザ 33
字幕とチャットのトランスクリプトの記録 34
ダウンロードした記録の字幕を確認するには？ 35

支援技術を使用したCOLLABORATEの記録のナビゲーション 36

記録再生でのキーボードショートカット 36
リンクから記録を開く 36
動画機能 36
再生/一時停止 37



10秒後ろへ/先へスキップ 37

[[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダ 37

音量 38

字幕 : 38

全画面モード 39

記録メニュー 39
チャットのトランスクリプトのダウンロード (利用可能な場合) 40

字幕のトランスクリプトのダウンロード (利用可能な場合) 40

[チャット]パネル 40
CHROMEとFIREFOXのチャットメッセージのナビゲーション 41

MACのSAFARIでのチャットメッセージのナビゲーション 41

音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション 42

現在のチャットメッセージに戻る 42

使用されている支援技術とブラウザの組み合わせ 43

支援技術を使用した設定のナビゲーション 44

[設定]にアクセスする 44
プロフィール画像を変更する 44
アップロード 44

削除 45

カメラから写真を取り込む 45

音声と動画の設定 45
カメラとマイクの設定 46

通知設定 47
問題の報告 47
問題をキャンセルする 48

ネットワーク接続ステータス 79

接続ステータス 79
接続ステータスの詳細 79
アップロードとダウンロード 80

ビットレート 80

損失 (音声) 81

遅延 81

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 81
全出席者 81

モデレータ 82

参加と再接続 82
動的な調整 82
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 83

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 84

よくある質問 84



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？ 85

帯域幅が心配な場合、どうすればいいですか？ 85

索引 92

リンク先のファイルは英語版のみが提供されています。

Blackboardでは、Blackboardの製品とサービスが、年齢、能力、状況を問わず、すべて
のユーザにとって使いやすく、アクセスしやすいものであるよう常に取り組んでいま

す。アクセシビリティで長年にわたり中心的存在であったことと合わせて、当社の製品

は、国際的に認められたWeb Content Accessibilityガイドライン (WCAG) 2.1レベル AA
、さらに米国の第508条に定められた各種基準に沿って設計、開発されています。第三
者機関がソフトウェアの定期監査を実施し、品質の想定事項が満たされ、維持されてい

ることを確認します。

● VPAT for Collaborate with the Ultra Experience (available in English only)

Blackboardのアクセシビリティへの取り組み

最適なスクリーンリーダーの選択

● 全ての主要なワークフローにおけるスクリーンリーダーの完全なサポート。

● 一般的な操作の共通キーボードショートカット。その他追加のキーボードショー

トカット。詳細については、キーボードショートカットを参照してください。

● 複雑な変換を必要としない、ホワイトボードアクティビティとアップロードファ

イルのスクリーンリーダーサポート。

● ライブ字幕 (クローズドキャプション)詳細については、「字幕」を参照してく
ださい。

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)

キーボード操作

Class Collaborateでは、業界標準のキーボード操作を使用します。キーボードの操作パ
ターンはブラウザ(Internet Explorer、Firefox、Safari、Chrome)ごとに異なりますが、特
定のブラウザ内での操作は共通であり一貫しています。

MacでFirefoxまたはSafariを使用していて、キーボードからBlackboard Learnを操作する
ことが困難な場合、オペレーティングシステムおよびブラウザの設定を確認して更新し

てください。これを行うことで、キーボード操作用に適切に設定されます。詳細につい

ては、次の情報を参照してください。

● Firefox setup（英語版）
● Firefox keyboard navigation tips（英語版）
● Mac general setup（英語版）

Class Collaborateの一般的な操作については、共通キーボードショートカットが設定さ
れています。その他のキーボードショートカットには、次のようなものがあります。

● マイクをオン/オフするには、Windowsでは[Alt+M]キーを押します。Macでは
[Option+M]を押します。

● カメラをオン/オフするには、Windowsでは[Alt+C]キーを押します。Macでは
[Option+C]を押します。

● 手を上げる/下げるには、Windowsでは[Alt+H]キーを押します。Macでは
[Option+H]を押します。

Collaborateのナビゲーションなど

Collaborateのナビゲーション
字幕

アンケート

[Collaborate]パネルのナビゲーション
ブレークアウトグループ

音声と動画



チャット

[出席者]パネルのナビゲーション
共有コンテンツ

記録のナビゲーション

設定



Collaborateのナビゲーション
。

セッションに参加する
1. ミーティングのコーディネータからのセッションリンクを開きます。 

2. [Class Collaborate]ページが開いていることを確認します。参加中という単語で始

まる見出しにミーティングの名前が表示されます。

タブレットとして使用できるノートパソコンを使用している場合は、セッション

への参加方法を尋ねられます。スペースバーを押すか、ブラウザボタンから[参
加]を選択して続行します。 

3. [名前を入力し、ゲストとしてセッションに参加します]フィールドに移動して自

分の名前を入力します。

4. [Enter]キーを押すか、[セッションに参加]ボタンを使用してミーティングに参加

します。

5. ミーティングページが利用可能なことを確認します。ページの名前は、[Class

Collaborate]ページのミーティングの名前と一致します。

[セッション]メニュー
1. メインページで、[セッションメニューを開く]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[セッションメニューを開く]ボタンを押して[セッション

メニュー]ダイアログを開きます。

3. [セッションメニュー]ダイアログに移動すると、以下の機能が使用できるように

なります。

o Collaborateミーティングの名前が付いた見出し

o 以下を含むリスト :

▪ [記録の開始]ボタン (モデレータロールのみ)。このボタンを使用す

ると、「セッションを記録しています」、または「記録を停止しま

した」というアラートが生成されます。

▪ [電話を音声として使用する]ボタン。このボタンを使用すると、

セッション電話番号とPINを含むテキスト説明の表示に切り替わり

ます。電話番号を使用することを選択した後は、コンピュータの音

声コントロールを再び使用することができなくなります。これはす

べてのユーザが経験しているバグです。

▪ [問題の報告]ボタン。このボタンを使用すると、Collaborateパネル
の[設定]タブで[問題の報告]が開きます。

▪ [Collaborateについて]ポップアップボタン。このボタンを使用する

と、[Collaborateのご紹介]と[プライベートチャットについて]オプ

ションのあるメニューが開きます。



▪ [Class Collaborateのヘルプ]リンク (新しいブラウザタブにユーザの

ロールに応じたCollaborate Ultraのヘルプが開きます)

▪ [プライバシーポリシー]リンク (新しいブラウザタブにBlackboardの

プライバシーに関する声明が表示されます)

▪ フッターの[セッションから退出する]ボタン。ダイアログが開き、

フィードバックを送ることも、そのまま退出することもできます。

Collaborateについて – Collaborateのご紹介
1. [Collaborateについて]ポップアップから、[Collaborateのご紹介]ボタンに移動しま

す。

2. スペースバーを押すか、[Collaborateのご紹介]ボタンを選択すると、3つのダイア

ログウィンドウの1つ目が開きます。

1. ダイアログ1のテキスト : [セッション]メニューから、セッションの記録、

音声としての電話の使用、ヘルプの検索、セッションからの退席を行えま

す。また、後でこのチュートリアルにアクセスすることもできます。

2. ダイアログ2のテキスト : [Collaborate]パネルで、チャット、出席者、共有

オプション、設定にアクセスできます。

3. ダイアログ3のテキスト : [コントロール]パネルを使用して、音声と動画を

オンにしたり、ステータスの設定や挙手をすることができます。

3. [次へ]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、次のダイアログウィン

ドウを開きます。

4. [戻る]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、前のダイアログウィン

ドウに移動します。

5. [閉じる]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、[セッションメ

ニュー]パネルを閉じます。

6. 最後のダイアログウィンドウで、[音声および動画の設定を開始]ボタンに移動し

て、音声と動画を設定します。

コンピュータのマイクと動画にアクセスする方法は、ブラウザによってプロセス

が異なります。

Collaborateについて –プライベートチャットについて
1. [Collaborateについて]ポップアップから、[プライベートチャットについて]ボタ

ンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[プライベートチャットについて]ボタンを選択すると、

4つのダイアログウィンドウの1つ目が開きます。

1. ダイアログ1のテキスト : Collaborateパネルのチャットにアクセスして、他

の出席者にメッセージを送信しましょう。

2. ダイアログ2のテキスト : [全員]チャネルを使用して、セッションのすべて

の出席者にメッセージを送信します。



3. ダイアログ3のテキスト :チャットパネルの検索フィールドを使用して、

チャットする相手を探します。

4. ダイアログ4のテキスト :出席者コントロールメニューにアクセスして、

個々の参加者とのプライベートチャットを作成できます。

3. [次へ]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、次のダイアログウィン

ドウを開きます。

4. [戻る]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、前のダイアログウィン

ドウに移動します。

5. [閉じる]ボタンに移動し、スペースバーを押すか選択して、[セッションメ

ニュー]パネルを閉じます。

セッションから退出

1. [セッションメニュー]ダイアログの[セッションから退出]ボタンでスペースバー

を押すか選択して、[セッションから退出]ダイアログを開きます。

2. [セッションから退出]ダイアログが開くと、フォーカスは[前に戻る]ボタンに置

かれます。スペースバーを押すか、[前に戻る]ボタンを選択すると、Collaborate

ミーティングのメインページに戻ります。

3. ページをナビゲートします。「セッション中の音声と動画はいかがでしたか？」

と尋ねるアンケートの見出しがあります。

4. アンケートをスキップする場合は、[リンクをスキップ]に移動します。

5. アンケートに回答する場合は、矢印キーまたは選択で以下のラジオボタンの1つ

を選択します : [悪い]、[普通]、[良い]、[非常に良い]、[最高]。

o [悪い]、[普通]、[良い]を選択すると、どのような種類の問題が発生しまし

たか？という見出しの下に追加の質問のリストが表示されます。

o [非常に良い]、または[最高]を選択すると、自動的に[送信して終了する]ボ

タンが有効になります。[送信して終了する]ボタンでスペースバーを押す

か選択すると、「ダダン (du-dunk)」という警告音が鳴り、「セッション

を退出しました。ブラウザウィンドウを閉じることができます。」という

見出しが表示され、正常にセッションを退出したことが通知されます。

セッションから退出 –どのような種類の問題が発生しましたか？
1. [悪い]、[普通]、または[良い]ラジオボタンを選択した後、[どのような種類の問

題が発生しましたか？]という見出しに移動します。

2. [音声に問題があった]または[動画に問題があった]という見出しに移動します。

3. [音声に問題があった]の下で、リストに移動し、スペースバーまたは選択で、以

下のチェックボックスの1つまたはすべてを選択します。

o 他の人の音声が聞こえなかった

o 他の人から私の声が聞こえなかった

4. [動画に問題があった]の下で、リストに移動し、スペースバーまたは選択で、以

下のチェックボックスの1つまたはすべてを選択します。



o 他の人が表示されなかった

o 他の人から私が見えなかった

5. 音声も動画も問題がなかった場合は、[他の問題があった]というテキストに移動

します。

o スペースバーを押すか[他の問題があった]ボタンを選択して、[問題の説明

を入力する (最大1000文字)]編集フィールドを有効にします。
o [問題の説明を入力する]編集フィールドに移動して、問題の内容を入力し

ます。

6. アンケートの入力が終了したら、[送信して終了する]ボタンに移動して、スペー

スバーを押すか[送信して終了する]ボタンを選択してセッションを退出します。

7. 「ダダン (du-dunk)」という警告音が鳴り、「Class Collaborateの改良にご協力い

ただきありがとうございます。」という見出しと「セッションを退出しました。

ブラウザウィンドウを閉じることができます。」というテキストメッセージが表

示されて、正常にセッションを退出したことが通知されます。

セッションから退出 –アンケートをスキップ
1. アンケートをスキップするには、[リンクをスキップしてログアウトする]に移動

して、[Enter]キーを押すか選択します。

2. 「ダダン (du-dunk)」という警告音とともに「セッションを退出しました。ブラ

ウザウィンドウを閉じることができます。」という見出しが表示され、正常に

セッションを退出したことが通知されます。

ステータスおよび設定
1. メインページで、[ステータスおよび設定]ポップアップボタンに移動します。こ

のポップアップボタンは2タブストップで、[セッションメニューを開く]ボタン

と[Collaborateを開く]ボタンの次に移動します。

2. スペースバーを押すか、[ステータスおよび設定]ボタンをクリックして、ステー

タスと設定の領域を開きます。

3. [設定]パネルを開くには、[設定 (あなたの名前)]ボタンに移動して、スペース

バーを押すか選択します。このボタンがアクティブ化すると、[設定]パネルが開

きます。

4. ネットワーク/インターネットの接続を確認するには、[接続ステータス]ツール

チップに移動します。

1. ステータスの値は、非常に良好、良好、普通、良好でない、のいずれかで

す

2. エクスペリエンスは、非常に良好、良好、普通、良好でない、のいずれか

の値です

3. ビットレートは、アップまたはダウンの値がある場合があります

5. [一時退席中]ボタンに移動して、ステータスを[一時退席中]に設定します。



6. [セッションから退席する]ボタンに移動して、セッションから退出します。

7. [フィードバック]セクションに移動して、[フィードバック]ボタンを選択しま

す。フィードバックボタンには、ハッピー、驚いた、もっと速く、同意、悲し

い、困惑、もっとゆっくり、同意しないがあります。

8. この領域を閉じるには、[Esc]キーを押すか、同様の音声コマンドを使用します。

音声、動画、挙手のコントロール
音声、動画、挙手のコントロールは、Collaborateのメインページにあり、ナビゲーショ
ンの順番では、[ステータスおよび設定]ポップアップボタンの後です。
音声の共有のオン/オフの基本

1. PCでは[Alt+M]キー、Macでは[Option+M]キーを使用します。

2. [音声の共有]ボタンでスペースバーを押します。

3. [音声の共有]ボタンを選択します。

4. アクティブな[音声の共有]ボタンは、話している間は動く無地のボタンで、選択

されたトグルボタンとしてレンダリングされます。

5. 非アクティブな[音声の共有]ボタンはスラッシュで囲まれており、トグルボタン

としてレンダリングされます。

動画の共有のオン/オフの基本
1. PCでは[Alt+C]キー、Macでは[Option+C]キーを使用します。

2. [動画を共有]ボタンでスペースバーを押します。

3. [動画を共有]ボタンを選択します。

4. アクティブな[動画を共有]ボタンは、無地のボタンで、選択時にはトグルボタン

としてレンダリングされます。動画はページの左下隅にあります。

5. 非アクティブな[動画を共有]ボタンはスラッシュで囲まれており、トグルボタン

としてレンダリングされます。

挙手と挙手の取り消しの基本

1. PCでは[Alt+H]キー、Macでは[Option+H]キーを使用します。

2. [挙手]ボタンでスペースバーを押します。

3. [挙手]ボタンを選択します。

4. [挙手]ボタンは、数字が付いた無地のボタンで、選択されたトグルボタンとして

レンダリングされます。挙手されると、可聴キューが生成されます。

5. 非アクティブな[音声の共有]ボタンはスラッシュで囲まれており、トグルボタン

としてレンダリングされます。

モードの切り替えトグルボタン



1. メインページで、[発言者表示モードに切り替えます]トグルボタンに移動しま

す。

2. スペースバーを押すか、[発言者表示モードに切り替えます]トグルボタンを選択

します。出席者のアイコンが、複数の同サイズのボックスから、1つの大きな

ボックスとその下の2～4個の小さいボックスの表示に変わります。

3. [グループモードへ切り替えます]トグルボタンに移動します。

4. スペースバーを押すか、[グループモードへ切り替えます]トグルボタンを選択し

ます。出席者のアイコンが再び同じサイズのボックスとなり、最大で上段に3

つ、下段に2つ表示されます。

[Collaborate]パネル
1. メインページで、[Collaborateパネルを開く]ボタンに移動します。このボタンは1

タブストップで、[セッションメニューを開く]ボタンの次に移動します。

2. スペースバーを押すか、[Collaborateパネルを開く]ボタンを選択してCollaborate
パネルを開きます。Collaborateパネルには、次の4つのタブパネルがあります。

o チャット

o 出席者

o コンテンツの共有

o 設定

3. 左右の矢印キーを使用するか、タブ名を選択してタブ間を移動します。Chrome

でJAWSを使用してパネルコンテンツをナビゲートする場合 :

0. [Insert + F6]キーを使用して[見出し]ダイアログを開きます。

1. 現在のパネルの見出しを選択します。

2. [Tab]キーを使用して、パネル内のボタンやリンクに移動します。例外と

して、[出席者]パネルでは[↓]を使用して出席者タイプ間を移動し、その後

[Tab]キーを使用してボタンに移動します。

[Collaborate]パネルのナビゲーション方法の詳細



[Collaborate]パネルのナビゲーション
。

[Collaborate]パネルのナビゲーション
"ボタン"またはリンククイックキー (JAWSでは[B]キー、VoiceOverでは
[VO+Command+L]キー)を使用して、"[Collaborate]パネルを開く"というラベルが付いた
ボタンを探します。

VoiceOverのリンククイックキーがこのアクションを認識しない場合は、
[VO+Command+G]キーで次のグラフィックに移動するか、[VO+右矢印]で次の項目を
読み込み、見つかるまで続けます。 
このボタンをアクティブ化すると"タブリスト"が開きます。このリストは次のように機
能します。

1. 最初のタブ「チャット」がデフォルトでフォーカスされています。キーボードの

[TAB]キーを使用して、メッセージの読み取りや投稿などチャットパネル内の要

素を操作します。

2. 右矢印および左矢印を使用して、タブ (チャット、出席者、コンテンツ、設定)

を移動します。

3. タブがフォーカスされると、[TAB]キーを使用してページ内の要素に移動するこ

とができます。または、タブのリストに戻ります。

4. [[Collaborate]パネルを閉じる]ボタンにタブ移動するとこのエクスペリエンスが終

了します。

チャット履歴
[チャット]パネルの上部にあるキーボードコントロールを使用してメッセージ間を移動
します。キーボードコントロールはメッセージがチャットに投稿されると利用できるよ

うになります。またキーボード操作でのみ利用できます。

Chrome、Firefox、JAWS、NVDAのチャット履歴
1. 「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されてい
る「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始しま
す。」という編集フィールドで、[Shift+Tab]キーを押してチャットナビゲーショ

ンを開きます。フォーカスが[最後のチャットメッセージ]ボタンに置かれます。

2. [Shift+Tab]キーを押して以下のボタンに移動します :  

o [次のチャットメッセージ]ボタン

o [前のチャットメッセージ]ボタン

o [最初のチャットメッセージ]ボタン

3. [Tab]キーを押すと、[最初のチャットメッセージ]ボタンから[最後のチャットメッ

セージ]ボタンに戻ります。



4. いずれかのチャットメッセージボタンでスペースバーを押すと、関連するメッ

セージに移動します。スレッドの最初のチャットメッセージまたは最後のチャッ

トメッセージに達するまで、キーボードフォーカスは、[次へ]ボタンと[前へ]ボ

タンに置かれたままです。キーボードフォーカスは、最後のチャットメッセージ

がレンダリングされると[前のチャットメッセージ]ボタンに移動し、最初の

チャットメッセージがレンダリングされると[次のチャットメッセージ]ボタンに

移動します。

5. [Tab]キーを押すと、チャットメッセージボタンを離れて、「ここにメッセージ

内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されている「メッセージを入

力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始します。」の編集フィール
ドに戻ります。

MacのSafariでのチャット履歴
Safariブラウザでは通常[Tab]キーが機能しないので、チャットメッセージをナビゲート
するには、VoiceOverスクリーンリーダを有効にする必要があります。

1. 「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されてい

る「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始しま
す。」という編集フィールドで、[Shift+Tab]キーを押してチャットナビゲーショ

ンを開きます。フォーカスが[最後のチャットメッセージ]ボタンに置かれます。

2. [VO]キー+[→]を使用して、以下のボタンに移動します :  

o [次のチャットメッセージ]ボタン

o [前のチャットメッセージ]ボタン

o [最初のチャットメッセージ]ボタン

3. [VO]キー+[←]を押すと、[最初のチャットメッセージ]ボタンから[最後のチャット

メッセージ]ボタンに戻ります。

4. いずれかのチャットメッセージボタンでスペースバーを押すと、関連するメッ

セージに移動します。スレッドの最初のチャットメッセージまたは最後のチャッ

トメッセージに達するまで、キーボードフォーカスは、[次へ]ボタンと[前へ]ボ

タンに置かれたままです。キーボードフォーカスは、最後のチャットメッセージ

がレンダリングされると[前のチャットメッセージ]ボタンに移動し、最初の

チャットメッセージがレンダリングされると[次のチャットメッセージ]ボタンに

移動します。

5. [Tab]キーを押すと、チャットメッセージボタンを離れて、「ここにメッセージ

内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されている「メッセージを入

力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始します。」の編集フィール
ドに戻ります。

音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション



ドラゴンスピーチのユーザは、標準のナビゲーションに音声コマンドを使用できます。

たとえば、「スクロールダウン」や「スクロールアップ」を使用して、[チャット]パネ
ルのすべてのメッセージを表示できます。

出席者リスト
1. 出席者リストにアクセスするには、"[Collaborate]パネルを開く"というラベルが

付いたボタンにタブ移動し、アクティブ化することで、まず[出席者]パネルを公

開する必要があります。ボタンに「[Collaborate]パネルを閉じる」というラベル

が付いていれば、そのパネルはすでに公開されています。

2. 次に、[出席者]タブを見つけ、[Enter]キーでアクティブ化します。これで[出席

者]パネルが表示されます。

3. [出席者のアクセス一覧]ボタンにタブ移動し、[Enter]を押します。[Tab]キーを使

用しないと、このボタンにはアクセスできません。これはフォーカスされている

場合のみ表示されます。

4. [Space]バーを押してアクティブ化します。モデレータの場合は、タブを使用して

出席者ごとにコントロールを移動できるようになりました。

アンケート
スクリーンリーダのユーザは、[Tab]でアンケート内を移動して、利用可能なリストか
らオプションを選択できます。スクリーンリーダは、各選択肢に対応する番号のみを通

知します。モデレータは、各番号がどの選択肢を表しているのかを出席者に確実に知ら

せる必要があります。

学生向けアンケートの詳細

教員向けアンケートの詳細

コンテンツの共有
アプリケーション共有は現在、Class Collaborateのスクリーンリーダーではサポートさ
れていません。スクリーンリーダーを使用している場合には、ファイルと未使用のホワ

イトボードを出席者と共有することができます。デバイスで開いているアプリケーショ

ンを共有することはできません。例えば、コンピュータで開かれている

Microsoft® PowerPoint®は共有できません。

ファイルの共有

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。



スライドのナビゲーション

● 次のスライドに進むには、[Alt+Page Up]キーを押します。Macでは[Option+Fn+上

矢印]キーを押します。

● 前のスライドに戻るには、[Alt+Page Down]キーを押します。Macでは[Option+Fn+

下矢印]キーを押します。



[出席者]パネルのナビゲーション
。

[出席者]パネルを見つける
1. [Collaborate]パネルから、[出席者]タブパネルに移動します。

2. スペースバーを押すか、[出席者]タブパネルを選択して開きます。

3. 見出しのキーボードショートカットの[Tab]キーを使用するか、または目視で[#出
席者]見出しを見つけます。

4. パネルのナビゲーションを続けて、以下の機能を確認します。

1. [オプションを開く]ポップアップボタン

2. [モデレータ (#)]、[プレゼンタ (#)]、[参加者 (#)]の各見出しの下にロールご
とにグループ化された出席者のリスト

3. 各出席者の[参加者コントロール]ポップアップボタン

4. 各出席者のネットワーク強度インジケータツールチップ

[オプションを開く]ポップアップボタン
1. [オプションを開く]ポップアップボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[オプションを開く]ポップアップボタンを選択して、メ

ニューを開きます。

3. [オプションを開く]メニューには以下の機能が含まれています。

1. [参加者を追加]ボタン

2. [パネルを切り離す]ボタンまたは[パネルを結合する]ボタン

3. [全員をミュート]ボタン (モデレータロールのみ)

パネルの切り離しまたは結合
[出席者]パネルは、[Collaborate]パネルから切り離されていても結合されていても、同様
に機能します。

パネルの切り離し

1. [オプションを開く]メニューで、[パネルを切り離す]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[パネルを切り離す]ボタンを選択します。

1. [出席者]パネルがCollaborateセッションのメインページに移動します。

2. スクリーンリーダでは、[出席者]パネルが切り離されたことがレンダリン

グされます。

3. 切り離された[出席者]パネルの[オプションを開く]ボタンがフォーカスさ

れます。



パネルの結合

1. [オプションを開く]メニューで、[パネルを結合する]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[パネルを結合する]ボタンを選択します。

1. [出席者]パネルが[Collaborate]パネルに移動します。

2. スクリーンリーダでは、[出席者]パネルが結合されたことがレンダリング

されます。

3. フォーカスが[チャット]タブパネルに移動し、[チャット]パネルがアク

ティブになります。

出席者の検索
1. [オプションを開く]メニューで、[参加者を追加]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[参加者を追加]ボタンを選択して、“参加者を追加”とい

うプレースホルダテキストが表示されている[出席者を検索します]編集フィール

ドを開きます。 

o 編集フィールドが開くと、そのフィールドがフォーカスされます。

3. 別の出席者の名前をフィールドに入力します。

o 出席者が見つからない場合、「0件の結果 : "名前"」というメッセージが表
示されます。

4. 出席者の[参加者コントロール[名前]]ボタンに移動します。 

[参加者コントロール]ポップアップボタン
1. [出席者]パネルで、[[名前]参加者コントロール]ポップアップボタンに移動しま

す。

2. スペースバーを押すか、[[名前]参加者コントロール]ボタンを選択して[[名前]参
加者]メニューを開きます。

3. 引き続き[参加者コントロール]メニューにナビゲートして、[チャットメッセージ

を送信]ボタンを見つけます。

チャット権限が無効である場合、このボタンは表示されません。

個人的なチャット
個人的にチャットするには、チャット権限がオンになっている必要があります。

1. [[名前]参加者コントロール]ポップアップボタンから、[チャットメッセージを送

信]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[チャットメッセージを送信]ボタンを選択します。

3. フォーカスは、[チャット]パネルの「ここにメッセージ内容を入力」というプ

レースホルダテキストが表示されている「メッセージを入力し、[Enter]または
[Return]を押してチャットを開始します。」という編集フィールドに置かれま
す。



チャットの詳細

ネットワークステータスインジケータのツールチップ
[参加者のアクセス一覧]ボタンは、キーボードフォーカスが当たっている場合にのみ表
示されます。

1. [参加者のアクセス一覧]ボタンにタブ移動し、スペースバーを押すか選択しま

す。

1. フォーカスが自動的に[参加者コントロール]ボタンに移動し、以下の情報

が表示されます。

▪ ステータスの値は、非常に良好、良好、普通、良好でない、のいず

れかです

▪ エクスペリエンスの値は、非常に良好、良好、普通、良好でない、

のいずれかです

▪ ビットレートは、アップまたはダウンの値がある場合があります

2. 各出席者にタブ移動し、ネットワーク強度を確認します。

ネットワーク接続ステータスの詳細

支援技術を使用してアンケートに回答する

。

アンケートへの回答

1. アンケートが開始されると、アンケート領域の質問の見出しにフォーカスが移動
します。スクリーンリーダのユーザには「見出しレベル3[質問テキスト]。スク
リーンリーダのユーザには「見出しレベル3[質問テキスト]。

2. 見出しの後にある次のコンテンツは、アンケートに回答しなかったユーザ数で
す。スクリーンリーダのユーザには「回答なし[件数]」という音声が聞こえる場
合があります。

3. アンケートオプションは未回答数の後にリストされます。これらのオプションに
は、回答の選択肢としてラジオボタンが使用されます。



4. 回答の選択肢にアクセスするには、Tabキーを押します。
1. 前の回答が選択されていない場合、フォーカスは最初の回答オプションに
移動します。

2. 前の回答が選択されている場合、フォーカスはその選択済み回答に移動し
ます。

5. 回答に移動して選択するには、上下矢印キーを押します。
1. 最初の回答を選択するには、スペースバーを押してその回答を選択しま
す。

6. 回答間を移動して選択するとき、スクリーンリーダのユーザには既存の回答数が
聞こえる場合があります。たとえば、スクリーンリーダが「はい、ラジオボタ

ン、未選択。[アンケートの質問]、2問中1問、[件数]回答」のようにアナウンス
する場合があります。

回答の表示

モデレータが[回答を表示する]オプションをオンにすると、アンケート領域で各回答の
後に数字が表示されます。

数字とともに色が使用されて、回答を視覚的に比較できます。

アンケートの終了

アンケートが終了すると、スクリーンリーダのユーザには「モデレータがアンケートを

終了しました」という音声が聞こえ、ページにアンケート領域が表示されなくなりま

す。

ブラウザに応じて、フォーカスが次のいずれかに移動します。

● Chrome :ブラウザのアドレスバー
● Firefox : [[セッション]メニューを開く]ボタン
● Safari : [音声の共有]ボタン

[アンケートの表示]ボタン

アンケートが開始されると、[アンケートの表示]ボタンがページの[挙手]コントロール
の横に表示されます。このボタンを使用すると、アンケート領域を非表示にできます。



1. [アンケートの表示]ボタンに移動します。
2. スペースバーを押すか、[アンケートの表示]ボタンを選択してアンケート領域を
非表示にします。

o フォーカスは[アンケートの表示]ボタンにセットされたままです。
o アンケートに回答していない場合は、スクリーンリーダのユーザには「ア

ンケートの表示、折りたたまれたボタン」という音声が聞こえる場合があ

ります。

o アンケートに回答済みの場合は、スクリーンリーダのユーザに「[アン
ケートの表示]ボタン。あなたは[はい/いいえ/#]で回答しました」が読み
上げられ、[アンケートの表示]ボタンに[はい/いいえ/#]が表示されます。

3. スペースバーを押すか、[アンケートの表示]ボタンを選択してアンケート領域を
表示します。

o アンケート領域がページ上に表示されます。フォーカスは開かれたアン

ケート領域の見出しに移動します。スクリーンリーダのユーザには「見出

しレベル3[質問テキスト]アンケート領域」という音声が聞こえます。

支援技術を使用したCollaborateでのチャッ
ト

チャットへのアクセス
1. [Collaborate]パネルから、[チャット]タブパネルに移動します。

2. スペースバーを押すか、[チャット]タブを選択して開きます。

[チャット]タブパネルは、[Collaborate]パネルを初めて開いたときにデフォルト
で開かれます。

3. 見出しのキーボードショートカットか[Tab]キーを使用するか、または目視で

[チャット]見出しを見つけます。

4. パネルのナビゲーションを続けて、以下の機能を確認します。

o [チャットの相手を検索]オートコンプリート編集フィールド

o [全員]ボタン



プライベートチャット
セッションの他のユーザと個人的なチャットができます。

1. [チャットの相手を検索]オートコンプリート編集フィールドに移動します。

2. 出席者の名前をフィールドに入力します。

出席者が見つからない場合、「0件の結果 : "名前"」というメッセージが表示され
ます。

3. [Tab]キーまたは下矢印を使用して、オートコンプリートリストの出席者名を選

択するか、[出席者名]ボタンを選択します。出席者名を見出しとするセクション

が開き、「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示

されている「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開
始します。」という編集フィールドにフォーカスが置かれます。

プライベートチャットの詳細

全員とのチャット
1. [全員]ボタンに移動します。メッセージがある場合、ボタンの前に数字が表示さ

れ、テキストが「#件のメッセージ、[名前]さんからの新しいメッセージ : [メッ
セージテキスト]」とレンダリングされます。

2. スペースバーを押すか、[全員]ボタンを選択します。

3. [全員]という見出しのセクションが開きます。フォーカスは、「ここにメッセー

ジ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されている「メッセージを

入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始します。」という編集
フィールドに置かれます。

チャットメッセージの送信
1. フォーカスが自動的に「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテ
キストが表示されている「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押して
チャットを開始します。」という編集フィールドに移動しない場合は、この編集

フィールドまで移動します。

2. チャットメッセージを入力します。絵文字のキーボードショートカットを使用し

て絵文字記号を追加できます。

3. [Enter]を押してメッセージを送信します。

絵文字の送信
[顔文字の選択]ボタンに移動して、スペースバーを押すか、ボタンを選択して絵文字
ピッカーを開きます。



絵文字ピッカーが開き、フォーカスは[絵文字を検索する]編集フィールドに置かれま
す。

ピッカーをナビゲートして、以下の機能を確認します。

● カテゴリ :左右の矢印ボタンを使用してカテゴリ間を移動します。

o 頻繁に使用

o 顔文字と人

o 動物と自然

o 食べ物と飲み物

o アクティビティ

o 旅行と訪問スポット

o 物体

o 記号

o フラグ

● [絵文字を検索する]編集フィールド

● [スキントーンを選択する]ボタン :上下の矢印キーを使用してスキントーン間を

移動します。

● 絵文字 :矢印キーを使用して絵文字間を移動します。スペースバーを押すか、選

択して絵文字を使用します。

絵文字の選択後、フォーカスは「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダ

テキストが表示されている「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押して
チャットを開始します。」の編集フィールドに戻ります。[Enter]を押して絵文字を送信
します。

チャット絵文字に関する詳細

絵文字のキーボードショートカット
Collaborateでは、一般的な絵文字のキーボードショートカットを使用しています。以下
の表に、最もよく使用されている絵文字を示します。探している絵文字が見つからない

場合は、[絵文字を検索する]編集フィールドを使用して検索してください。

絵文字 キーボードショートカット

口を閉じた笑顔

:)
:-)
:slight_smile:



口を開けた笑顔 :D
:-D
:smiley:

舌を出した顔 :p
:-)
:stuck_out_tongue:

少し不機嫌 :(
:-(
:disappointed:

ウィンク ;)
:-)
:wink:

驚いて口をあんぐり :O
:-O
:open_mouth:

困惑 :/
:-/
:confused:

泣き顔 :'(
:'-(
:cry:

怒った顔
:@
:-@



:angry:

サングラスの顔 B)
B-)
:sunglasses:

赤面 :$
:-$
:blush:

ハート <3
:heart:

賛成 :y:
:+1:
:thumbsup:

反対 :n:
:-1:
:thumbsdown:

拍手

:clap:

手を振る

:wave:

チャット履歴
[チャット]パネルの上部にあるキーボードコントロールを使用してメッセージ間を移動
します。キーボードコントロールはメッセージがチャットに投稿されると利用できるよ

うになります。またキーボード操作でのみ利用できます。



Chrome、Firefox、JAWS、NVDAのチャット履歴
1. 「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されてい
る「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始しま
す。」という編集フィールドで、[Shift+Tab]キーを押してチャットナビゲーショ

ンを開きます。フォーカスが[最後のチャットメッセージ]ボタンに置かれます。

2. [Shift+Tab]キーを押して以下のボタンに移動します :  

o [次のチャットメッセージ]ボタン

o [前のチャットメッセージ]ボタン

o [最初のチャットメッセージ]ボタン

3. [Tab]キーを押すと、[最初のチャットメッセージ]ボタンから[最後のチャットメッ

セージ]ボタンに戻ります。

4. いずれかのチャットメッセージボタンでスペースバーを押すと、関連するメッ

セージに移動します。スレッドの最初のチャットメッセージまたは最後のチャッ

トメッセージに達するまで、キーボードフォーカスは、[次へ]ボタンと[前へ]ボ

タンに置かれたままです。キーボードフォーカスは、最後のチャットメッセージ

がレンダリングされると[前のチャットメッセージ]ボタンに移動し、最初の

チャットメッセージがレンダリングされると[次のチャットメッセージ]ボタンに

移動します。

5. [Tab]キーを押すと、チャットメッセージボタンを離れて、「ここにメッセージ

内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されている「メッセージを入

力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始します。」の編集フィール
ドに戻ります。

MacのSafariでのチャット履歴
Safariブラウザでは通常[Tab]キーが機能しないので、チャットメッセージをナビゲート
するには、VoiceOverスクリーンリーダを有効にする必要があります。

1. 「ここにメッセージ内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されてい

る「メッセージを入力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始しま
す。」という編集フィールドで、[Shift+Tab]キーを押してチャットナビゲーショ

ンを開きます。フォーカスが[最後のチャットメッセージ]ボタンに置かれます。

2. [VO]キー+[→]を使用して、以下のボタンに移動します :  

o [次のチャットメッセージ]ボタン

o [前のチャットメッセージ]ボタン

o [最初のチャットメッセージ]ボタン

3. [VO]キー+[←]を押すと、[最初のチャットメッセージ]ボタンから[最後のチャット

メッセージ]ボタンに戻ります。

4. いずれかのチャットメッセージボタンでスペースバーを押すと、関連するメッ

セージに移動します。スレッドの最初のチャットメッセージまたは最後のチャッ

トメッセージに達するまで、キーボードフォーカスは、[次へ]ボタンと[前へ]ボ

タンに置かれたままです。キーボードフォーカスは、最後のチャットメッセージ



がレンダリングされると[前のチャットメッセージ]ボタンに移動し、最初の

チャットメッセージがレンダリングされると[次のチャットメッセージ]ボタンに

移動します。

5. [Tab]キーを押すと、チャットメッセージボタンを離れて、「ここにメッセージ

内容を入力」というプレースホルダテキストが表示されている「メッセージを入

力し、[Enter]または[Return]を押してチャットを開始します。」の編集フィール
ドに戻ります。

音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション
ドラゴンスピーチのユーザは、標準のナビゲーションに音声コマンドを使用できます。

たとえば、「スクロールダウン」や「スクロールアップ」を使用して、[チャット]パネ
ルのすべてのメッセージを表示できます。



支援技術を使用してブレークアウトグルー

プに参加する

。

ブレークアウトグループに参加する

1. モデレータがブレークアウトグループを開始すると、スクリーンリーダーのユー
ザに「ブレークアウトグループを開始しています。グループ[#]に入ります」が
読み上げられ、同じメッセージのテキストが画面に表示されます。

2. ブレークアウトグループには次の高レベルの機能があります。
o セッションメニュー

o ステータスおよび設定

o 音声、動画、挙手のコントロール

o モードの切り替えトグルボタン

o Collaborateパネル
3. [Collaborateパネルを開く]ボタンに移動します。
4. スペースバーを押すか、[Collaborateパネルを開く]ボタンを選択してCollaborate
パネルを開きます。

5. Collaborateパネルには、次の4つのタブパネルがあります。
o チャット

o 出席者

o コンテンツの共有

o 設定

6. 左右の矢印キーを使用するか、タブ名を選択してタブ間を移動します。

グループを切り替える

モデレータは、出席者がグループを切り替えることを許可する必要があります。[[グ
ループ名]に参加]が表示されない場合、グループを切り替えることはできません。 

1. [出席者]タブに移動します。Collaborateパネルから、スペースバーを押すか、[出
席者]を選択して[出席者]パネルを開きます。

2. パネルに移動して、参加できるグループを確認します。
3. スペースバーを押すか、[[グループ名]に参加]を選択します。



4. 移動中は、「[グループ名]に移動します。音声と動画がグループに接続されま
す。接続が完了してからコミュニケーションを開始してください。」というメッ

セージが表示されます。

5. フォーカスを見つけるには、[Tab]キーを使用して次のボタン、または[チャット]
タブに移動します。

ブレークアウトグループの機能

グループの全員がプレゼンタであり、コンテンツをグループで共有できます。詳細につ

いては、モデレータのアクセシビリティページをご覧ください。 

空白のホワイトボードの共有

アプリケーション/画面の共有

ファイルの共有

アンケート



共有コンテンツ

[コンテンツの共有]パネル
1. [Collaborate]パネルから、[コンテンツの共有]タブパネルに移動します。

2. スペースバーを押すか、[コンテンツの共有]タブパネルを選択して開きます。

3. 見出しのキーボードショートカットか[Tab]キーを使用するか、または目視で[コ

ンテンツの共有]見出しを見つけます。

4. パネルのナビゲーションを続けて、以下の機能を確認します。

o 共有なし

▪ [何も共有していません]見出し

▪ [プレゼンタとモデレータはコンテンツを共有できます]テキスト

o ホワイトボードを共有

▪ [1次コンテンツ]見出し

▪ [空白のホワイトボードの共有]ボタン

▪ [ホワイトボードを共有しています]テキスト

o アプリケーション/画面を共有
▪ [1次コンテンツ]見出し

▪ [アプリケーション/画面の共有]ボタン

▪ [[名前]がアプリケーションを共有しています]テキスト

o ファイルを共有

▪ [1次コンテンツ]見出し

▪ [ファイルの共有]ボタン

▪ [[ファイル名]共有中]テキスト
o アンケートを開始済み

▪ [2次コンテンツ]見出し

▪ [アンケート]ボタン

▪ [アクティブ :「はい/いいえ」の選択肢]テキストまたはアクティブ

:多肢選択テキスト

o タイマーを開始済み

▪ [2次コンテンツ]見出し

▪ [タイマー]ボタン

▪ 残り時間のカウントを実行中

o ブレークアウトグループを開始済み

▪ [交流]見出し

▪ [ブレークアウトグループ]ボタン



▪ [[グループ名]に参加しています]テキスト

注釈ツール
スクリーンリーダのユーザは、誰かが画面の表示内容をリアルタイムで説明しない限

り、注釈にアクセスすることができません。

ファイルまたはホワイトボードを共有した後、メインページに移動して以下の機能を確

認します。

1. [選択]ボタン

2. [ボインタ]ボタン

3. [鉛筆]ボタン

4. [図形]ポップアップボタン

1. [四角形]ボタン

2. [楕円]ボタン

3. [線]ボタン

5. [テキスト]ボタン

6. [クリア]ボタン

7. [カラー]ポップアップボタン ([鉛筆]または[テキスト]が選択されている場合に表

示)

8. [共有の停止]ボタン (プレゼンタとモデレータのロール)

9. [ビューコントロールの表示]トグルボタン

1. [拡大]ボタン

2. [縮小 ]ボタン

3. [最適なサイズ]ボタン

4. [実際のサイズ]ボタン

ボタンを選択するには、スペースバーを押すかボタンを選択します。

音声テキスト変換ツールのユーザは、マウスグリッドなどの補助コントロールを使用し

て、ホワイトボードなどの共有コンテンツにテキストの追加や描画を行うことができま

す。

タイマー
モデレータがタイマーを開始すると、アラートが発生してスクリーンリーダーのユーザ

に残り時間に関する情報を伝えます。タイマーのカウントダウンにより、残りの時間

(1分のうち残り30秒など)が明示的に示されます。
タイマーが終了すると、ページの右上隅に“時間終了”というテキストを含むアラートが
視覚的に表示されます。このタイマーボタンは“完了”に変わり、スクリーンリーダーの
ユーザには“時間終了”が読み上げられます。



タイマーの詳細

1. タイマーのカウントをリアルタイムで聞くには、[タイマー :アクティブ]ポップ
アップボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[タイマー :アクティブ]ポップアップボタンを選択して

[タイマー]領域を開きます。

o タイマーの詳細が開き、現在の残り時間が大きな太字の白い数字で、

MM:SSの形式で表示されます。その下に合計時間が、小さい白のフォント

で、やはりMM:SSの形式で表示されます。 

o スクリーンリーダーのユーザには、「MM:SSのうち残りMM:SS」が読み上

げられます。

タイマー領域が開くと、時間が終了するまで閉じることができません。終了したら、

[完了]ボタンに移動します。スペースバーを押すか、[完了]ボタンを選択して、ページ
からタイマーを削除します (モデレータが削除していない場合)。

Collaborateの字幕
。

ライブ字幕 (クローズドキャプション)
Ultraユーザエクスペリエンスは、ライブ字幕 (クローズドキャプション)に対応してい
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。

現時点では、ライブ字幕 (クローズドキャプション)のテキスト読み上げはサポートさ
れていません。

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。

出席者を字幕入力担当者に設定する方法の詳細 (モデレータ向け)
セッションが記録される場合、ライブセッション中に入力された字幕も含まれます。

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。

参加者向けセッションの記録の詳細



字幕入力担当者になる
字幕入力担当者として、セッション中の字幕を他ユーザに提供します。このロールは、

モデレータによって割り当てられます。

1つのセッションで、字幕入力担当者を何人か指定できます。字幕入力担当者は、出席
者パネル上で、クローズドキャプション (CC)アイコンで表示されます。
ライブ字幕は、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語には対応していません。

これらの言語がブラウザで設定されている場合、字幕の開始時にエラーが表示されま

す。

1. モデレータによって字幕入力担当者に指定されると、「このセッション中の字幕

を他のユーザに提供できるようになりました」というメッセージがページの上部

に表示されます。

2. スペースバーを押すか、[視聴者への字幕の提供を開始してください]ボタン (画

面上では[開始してください])を選択します。

3. 字幕を選択すると、フォーカスが[視聴者に字幕を提供する]という編集フィール

ド (プレースホルダテキストは「字幕を入力」)に移動します。

4. これで字幕を編集フィールドに入力できるようになりました。

字幕の提供開始を選択すると、すべての出席者に字幕が利用可能であることが通知され

ます。字幕入力担当者が文字を入力すると、画面上に字幕がリアルタイムで表示されま

す。



デフォルトでは、字幕のタイトルとして入力担当者の名前が使用されます。他の参加者

が字幕を識別できるよう、タイトルを変更することをお勧めします。例えば、「字幕」

や「スペイン語字幕」といった感じです。

1. 字幕編集フィールドの右上の自分の名前に移動します。

2. スペースバーを押すか、[字幕ストリームのタイトルを編集 : [あなたのゲストの
名前]]ボタンを選択します。

3. あなたの名前を削除します。

4. 「字幕ストリームの新しい名前を入力してください。[Enter]を押して更新する
か、[Escape]を押してキャンセルします。」という編集フィールド (プレースホル

ダテキストは「字幕ストリームのタイトルを入力」)に新しいタイトルを入力し

ます。

5. [Enter]を押して更新します。

6. フォーカスが[視聴者に字幕を提供する]という編集フィールド (プレースホルダ

テキストは「字幕を入力」)に移動します。

共有されているコンテンツが表示されている状態で、発言者を見たいですか？ピクチャ

インピクチャを選択すると、アクティブな発言者を表示できます。

字幕を表示する
字幕入力担当者が役割を引き受けると、「このセッションでは字幕をご利用いただけま

す。字幕を使用しますか？」というメッセージがページの上部に表示されます。

1. 字幕を表示するには、スペースバーを押すか、[はい、字幕を有効にします。]ボ

タン (画面上では[はい])を選択します。

2. [はい]を選択すると、ページの下部中央の「[字幕ストリームタイトル]字幕」と
いう編集フィールドが有効になります。

字幕をオフにするには、スペースバーを押すか、[いいえ、字幕なしで続けます。] (画
面上では[いいえ])ボタンを選択します。
字幕のフォントサイズを変更する

1. 読み取り専用の字幕編集フィールドから、[字幕テキストのフォントサイズを選

択する]選択フィールドに移動します。デフォルトでは、[M]が設定されていま

す。

2. スペースバーを押すか、[字幕テキストのフォントサイズを選択する]選択フィー

ルドを選択します。

3. 次のオプションのいずれかに移動して選択します。



o XS

o S

o M

o L

o XL

4. フォントサイズと字幕フィールドのサイズが、変更に応じて調整されます。

ライブ字幕と中国語、日本語、韓国語のブラウザ
ライブ字幕の入力プロセスは、言語が中国語、日本語、韓国語に設定されているブラウ

ザではサポートされません。つまり、入力した内容が正しく表示されない可能性があり

ます。出席者は結果として表示される文字だけではなく、キー入力も目にすることにな

ります。

例：日本語の「河口」を入力する場合、字幕入力担当者がkakouとタイプすると、「kか
kこう」と表示されます。これらの文字は手動で「河口」に変換されます。字幕を見る
出席者は、入力された文字と変換された文字の両方を見ることになるため、読みにくく

なります。

字幕とチャットのトランスクリプトの記録



モデレータがセッション記録のダウンロードを許可している場合は、記録プレーヤーの

[記録]メニューから、記録とトランスクリプトをダウンロードできます。
画面の左上部で[記録]メニューを開きます。

● 完全な記録のダウンロード

● キャプションのトランスクリプトのダウンロード

● チャットのトランスクリプトのダウンロード

メインの[記録]リストから字幕をダウンロードすることもできます。
1. [記録]から、字幕 (CC)付きの記録を検索します。

2. [字幕オプション]メニューを選択し、[字幕のダウンロード]を選択します。

ダウンロードした記録の字幕を確認するには？
ダウンロードしたMP4をプレーヤーで開きます。プレーヤーで字幕を選択すると、字幕
が表示されます。一部のプレーヤーではデフォルトで字幕がオンになっています。その

他のプレーヤーではオフになっています。



支援技術を使用したCollaborateの記録のナ
ビゲーション

。

記録再生でのキーボードショートカット
● 記録の一時停止、再生には、[Space]バーを押します。

● 10秒ごとに記録を繰り返す、またはスキップするには、[左矢印]と[右矢印]キー

を押します。もしくは[Shift+左矢印]または[Shift+右矢印]を押して、プログレス

バーのマーカーを10秒ごと動かします。

● ボリュームを5%ずつ上げ下げするには、[↑]キーまたは[↓]キーを押します。

リンクから記録を開く
1. ミーティングコーディネータからリンクを開きます

o ページにメッセージ「記録をロード中、[セッション名] –記録_[#]」が表

示され、スクリーンリーダのユーザには「記録をロード中、[セッション

名] –記録_[#]」とレンダリングされます。

2. [Bb Collaborate- [セッション名] –記録_[#]]ページが開いていることを確認しま
す。

動画機能
パネルをナビゲートして、以下の機能を確認します。

● [記録メニュー]ボタン

このボタンはページの最初の機能として表示されますが、論理的なフォーカス順

序ではありません。キーボードユーザがこのボタンにフォーカスを置くには、

[再生]ボタンから逆方向に移動する必要があります。 
● [再生/一時停止]ボタン

● [10秒後ろへスキップ]ボタン

● [[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダ

● [10秒先へスキップ]ボタン

● [[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダ

● [字幕]ポップアップボタン

Safariでは、[再生]ボタンがアクティブになるまで[字幕]ボタンは使用できませ
ん。

● [全画面モード]ボタン

● [チャットパネル]ボタン



再生/一時停止
1. [再生]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[再生]ボタンを選択して動画を開始します。 

3. 動画が再生されます。 

4. スペースバーを押すか、[一時停止]ボタンを選択して動画を一時停止します。

10秒後ろへ/先へスキップ
1. [10秒後ろへスキップ]ボタンに移動します。 

2. スペースバーを押すか、[10秒後ろへスキップ]ボタンを選択します。 

o [10秒後ろへスキップ]ボタンの横で、[[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダの前に
あるタイムスタンプが10秒戻ります。

o スクリーンリーダユーザは、タイムスタンプの変化を「[#]分[#]秒中[#]分
[#]秒」として聞くには、スライダに移動する必要があります。

3. [10秒先へスキップ]ボタンに移動します。

4. スペースバーを押すか、[10秒先へスキップ]ボタンを選択します。

o [10秒後ろへスキップ]ボタンの横で、[[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダの前

にあるタイムスタンプが10秒進みます。

o スクリーンリーダユーザは、タイムスタンプの変化を「[#]分[#]秒中[#]分

[#]秒」として聞くには、スライダに移動する必要があります。

[[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダ
[[#]分[#]秒/[#]分[#]秒]スライダに移動します。
以下の支援技術の1つを使用して値を変更します。

● キーボードのみ : [←]および[→]を使用します

● VoiceOver :

o スライダにフォーカスを置きます

o [Ctrl+Option+Shift+↓]でスライダに入ります

o [VO]キー+[←]または[→]で値を変更します

o [Ctrl+Option+Shift+↑]でスライダから離れます

● JAWS、NVDA、およびZoomText :

o スペースバーでスライダを選択します

o [↑]または[↓]で値を変更します

o [Tab]または[Shift+Tab]でスライダからフォーカスを外します

JAWSで動きが早すぎると、時間がまとめて読み上げられます。
● ドラゴンスピーチ :

o [←]または[→]を押して値を変更します

o [Esc]を押してスライダを閉じます

音量

1. [ボリューム]ポップアップボタンに移動します。 



2. スペースバーを押すか、[ボリューム]ポップアップボタンを選択してボリューム

スライダを開きます。

3. 以下の支援技術の1つを使用して値を変更します。

o キーボードのみ : [←]および[→]を使用します

o VoiceOver :

▪ スライダにフォーカスを置きます

▪ [Ctrl+Option+Shift+↓]でスライダに入ります

▪ [←]または[→]で値を変更します

▪ [Ctrl+Option+Shift+↑]でスライダから離れます

o JAWS :

▪ [↑]または[↓]で値を変更します

▪ [Esc]を押してスライダを閉じます

o NVDA :

▪ [↑]または[↓]で値を変更します

▪ [Shift+Tab]を押し、その後[ボリューム]ボタンでスペースバーを押し

て[ボリューム]スライダを閉じます

o ドラゴンスピーチ :

▪ [←]または[→]を押して値を変更します

▪ [Esc]を押してスライダを閉じます

4. [Esc]を押してメニューを閉じます。 

5. フォーカスが[ボリューム]ポップアップボタンに戻ります。

字幕 :
[字幕]ボタンは、字幕の付いた記録でのみ利用可能です。字幕またはトランスクリプト
が必要な場合は、記録を提供した人にお問い合わせください。

1. [字幕]ポップアップボタンに移動します。 

2. スペースバーを押すか、[字幕]ポップアップボタンを選択して字幕のメニューを

開きます。

3. [字幕 (オン)]チェックボックスに移動します。 

4. スペースバーを押すか、[字幕 (オン)]チェックボックスを選択して字幕をアク
ティブにします。 

o 字幕のソースが、有効になったチェックボックスの下に表示されます。 

5. [Esc]を押してメニューを閉じます。 

o フォーカスが[字幕]ポップアップボタンに移動します。 

6. 字幕が追加されている記録のページ下部中央に、字幕が表示されます。

字幕サイズ

これはChromeでのみ使用できます。
1. [字幕]メニューで、[字幕のサイズ : M]ポップアップボタンに移動します。



2. スペースバーを押すか、[字幕のサイズ : M]ポップアップボタンを選択して字幕の

フォントサイズを選択するためのメニューを開きます。

3. [Tab]または[VO]+[←]または[→]キーを使用して、フォントサイズボタン間を移動

します。

o NVDAでは、[Tab]を押して[全画面モード]ボタンに移動し、[Shift+Tab]でサ

イズリストにフォーカスが置かれます。[Tab]キーでサイズボタンに移動

します。

4. スペースバーを押すか、[サイズ]ボタンを選択して有効にします。

o 選択に応じて、字幕のフォントサイズが大きく/小さく表示されます。

5. [Esc]を押してメニューを閉じます。 

o フォーカスが[字幕]ポップアップボタンに移動します。 

o NVDAでは、[Shift+Tab]で[字幕]ボタンに戻り、スペースバーを押してメ

ニューを閉じます。

全画面モード

1. [全画面モード]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[全画面モード]ボタンを選択して記録を全画面に拡大し

ます。

o フォーカスは[全画面モード]ボタンのままです。テキストの説明が[全画面

モードの終了]に変わります。 

o Chromeでドラゴンスピーチを使用している場合は、「Enterを押す」と一

度言うと[全画面モード]ボタンにフォーカスが移動します。

3. [全画面モードの終了]ボタンでスペースバーを押すか、[Esc]を押すと、画面が元

のサイズに戻ります。 

o フォーカスは[全画面モードの終了]ボタンのままです。テキストの説明が

[全画面モード]に変わります。

[Esc]を使用して全画面モードを開いた/閉じた場合、フォーカスは[再生]ボタン
に移動します。

記録メニュー
1. [記録メニューを開く]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[記録メニューを開く]を選択して記録メニューを開きま

す。

3. メニューに移動して以下の機能を確認します。

o 年月日の形式の記録の日付 (例 : 2019年6月10日)

o 記録の名前が付いた見出し

o [チャットのダウンロード]ボタン (チャットのトランスクリプトが利用可

能な場合)



o [字幕のダウンロード]ボタン (字幕のトランスクリプトが利用可能な場合)

o [問題の報告]リンク (新しいブラウザタブにClass Collaborate & Supportペー

ジが開きます)

o [Class Collaborateのヘルプ]リンク (新しいブラウザタブにユーザのロール

に応じたCollaborate Ultraのヘルプが開きます)

チャットのトランスクリプトのダウンロード (利用可能な場合)
1. [チャットのダウンロード]ボタンに移動します。 

2. スペースバーを押すか、[チャットのダウンロード]ボタンを選択します。 

3. TXTファイルがダウンロードされます。ブラウザによって方法が異なります。

o Chrome :ブラウザの下部にダウンロード中であることが表示されます。

o Firefox :ブラウザダイアログが開き、ダウンロードする場所を選択できま

す。

o Safari :自動的に[ダウンロード]フォルダに保存されます。

4. チャットのTXTファイルは、記録とは別のドキュメントとして開くことができま

す。

字幕のトランスクリプトのダウンロード (利用可能な場合)
1. [字幕のダウンロード]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[字幕のダウンロード]ボタンを選択します。

3. VTTファイルがダウンロードされます。ブラウザによって方法が異なります。

o Chrome :ブラウザの下部にVTTファイルとしてダウンロード中であること

が表示されます。

o Firefox :ブラウザダイアログが開き、ユーザはVTTファイルをダウンロー

ドする場所を選択できます。

o Safari :自動的にVTTを開き、[ダウンロード]フォルダに保存します。

4. 字幕のVTTファイルは、記録とは別のドキュメントとして開くことができます。

[チャット]パネル
1. [チャットパネルを開く]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[チャットパネル]ボタンを選択してチャットパネルを開

きます。

3. 次に、ブラウザや支援技術に応じて次のように移動します。

o ChromeとFirefox

o Safari

o ドラゴンスピーチ

4. チャットメッセージには以下の情報が含まれます。

o 見出しとしてチャットを投稿した人の名前



o タイムスタンプ

o チャットメッセージのテキストまたはテキスト説明付きの絵文字

ChromeとFirefoxのチャットメッセージのナビゲーション
以下のキーボードコマンドは、スクリーンリーダのJAWSおよびNVDA、ならびに画面
拡大鏡ZoomTextでも機能します。

1. [Tab]を押してチャットナビゲーションを開き、フォーカスを[次のチャットメッ

セージ]ボタンに置きます。

2. スペースバーを押して最初のチャットメッセージを聞きます。

3. スペースバーを押して、[チャット]パネルのナビゲーションを続けます。

ChromeとFirefoxで最初、次、最後のチャットに移動する
● 前のチャットに移動するには、「前のチャットメッセージボタン」と読み上げら

れるまで[Shift+Tab]を使用し、次にスペースバーを押してフォーカスを前の

チャットメッセージに置きます。 

● 最初のチャットに移動するには、「最初のチャットメッセージボタン」と読み上

げられるまで[Shift+Tab]を使用し、次にスペースバーを押してフォーカスを最初

のチャットメッセージに置きます。

● 最後のチャットに移動するには、「最後のチャットメッセージボタン」と読み上

げられるまで[Tab]を使用し、次にスペースバーを押してフォーカスを最後の

チャットメッセージに置きます。

MacのSafariでのチャットメッセージのナビゲーション
Safariブラウザでは、通常[Tab]キーが機能しないので、チャットメッセージをナビゲー
トするには、VoiceOverスクリーンリーダを有効にする必要があります。

1. [Tab]を押してチャットナビゲーションを開き、フォーカスを[次のチャットメッ

セージ]ボタンに置きます。

2. [VO]キー+スペースバーを押して最初のチャットメッセージを聞きます。

3. [VO]キー+スペースバーを押して、[チャット]パネルのナビゲーションを続けま

す。

Safariで最初、次、最後のチャットに移動する
● 前のチャットに移動するには、「前のチャットメッセージボタン」と読み上げら

れるまで[VO]+[←]キーを使用し、次に[VO]キー+スペースバーでフォーカスを前

のチャットメッセージに置きます。

● 最初のチャットに移動するには、「最初のチャットメッセージボタン」と読み上

げられるまで[VO]+[←]キーを使用し、次に[VO]キー+スペースバーでフォーカス

を最初のチャットメッセージに置きます。 

● 最後のチャットに移動するには、「最後のチャットメッセージボタン」と読み上

げられるまで[VO]+[→]キーを使用し、次に[VO]キー+スペースバーでフォーカス

を最後のチャットメッセージに置きます。



音声コマンドによるチャットパネルのナビゲーション

1. [Tab]を押してチャットナビゲーションを開き、フォーカスを[次のチャットメッ

セージ]ボタンに置きます。 

2. [Enter]を押して、フォーカスが最初のチャットメッセージに移動するようにナビ

ゲートします。

3. [Enter]キーを押して、[チャット]パネルのナビゲーションを続けます。。

ドラゴンスピーチで最初、次、最後のチャットに移動する

1. [最初のチャットメッセージ]ボタンを選択し、次に[Enter]を押します。

2. [前のチャットメッセージ]ボタンを選択し、次に[Enter]を押します。 

3. [最後のチャットメッセージ]ボタンをクリックし、次に[Enter]を押します。

現在のチャットメッセージに戻る

ユーザが[チャット]パネルでナビゲーションを開始すると、[現在のチャットメッセージ
に戻る]ボタンが使用できるようになります。[チャット]パネルを離れたユーザは、この
ボタンを使用して、現在フォーカスがあるチャットメッセージに戻ることができます。

このボタンをアクティブ化するには、以下を実行します。

ChromeとFirefox :
● [チャット]パネルナビゲーションから、[Tab]を2回押して、[最後のチャットメッ

セージ]ボタン、現在のチャットメッセージのタイムスタンプの次へ進みます。

スペースバーを押すと、現在のチャットメッセージにフォーカスが戻ります。 

● 「[現在のチャットメッセージに戻る]ボタン」と読み上げられるまで、動画コン

トロールから[Shift+Tab]を押します。スペースバーを押すと、現在のチャット

メッセージにフォーカスが戻ります

Safari
● [チャット]パネルナビゲーションから、[Tab]を2回押して、[最後のチャットメッ

セージ]ボタン、現在のチャットメッセージのタイムスタンプの次へ進みます。

[VO]キー+スペースバーを押すと、現在のチャットメッセージにフォーカスが戻

ります。 

● 「[現在のチャットメッセージに戻る]ボタン」と読み上げられるまで、動画コン

トロールから[Shift+Tab]を押します。[VO]キー+スペースバーを押すと、現在の

チャットメッセージにフォーカスが戻ります。

ドラゴンスピーチ

● [現在のチャットメッセージに戻る]ボタンを選択します。

ZoomText
● ZoomTextは、アクティブ化されると現在のチャットメッセージにフォーカスを置

きます。ユーザが現在のメッセージを見つけるには[↑]を使用して移動する必要

があります。

使用されている支援技術とブラウザの組み合わせ
このページの手順は、以下の支援技術とブラウザの組み合わせを対象にしています。



● JAWS 2019とFirefox®

● JAWS 2019とChromeTM

● NVDA 2019とFirefox

● NVDA 2019とChrome

● VoiceOverとSafari®

● ドラゴンスピーチとFirefox

● ドラゴンスピーチとChrome

● ZoomText 2019とFirefox

● ZoomText 2019とChrome

● ZoomとSafari



支援技術を使用した設定のナビゲーション

。

[設定]にアクセスする
1. [Collaborate]パネルから、[設定]タブパネルに移動します。

2. スペースバーを押すか、[設定]タブパネルを選択して開きます。

3. 見出しのキーボードショートカットか[Tab]キーを使用するか、または目視で[設

定]見出しを見つけます。

4. パネルのナビゲーションを続けて、以下の機能を確認します。

o [プロフィール画像を変更する]ボタン

o [音声と動画の設定]タブ

o [通知設定]タブ

o [セッションの設定]タブ (モデレータのみ)

o [問題の報告]ボタン

プロフィール画像を変更する
1. [設定]タブで、[プロフィール画像を変更する]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか[プロフィール画像を変更する]ボタンを選択して[プロ

フィール画像を変更する]パネルを開きます。

3. [プロフィール画像を変更する]パネルに移動して、次のいずれかを選択します。

o [アップロード]ボタン

o [カメラから写真を取り込みます]ボタン

アップロード

1. プロフィール画像をアップロードするには、[選択して画像をアップロードしま

す]ボタンを選択します。画面上は、「アップロード :画像をドラッグ」というテ
キストが表示されます。

2. ネイティブのオペレーティングシステムフォルダが自動的に開きます。標準のナ

ビゲーションおよびインタラクション方法を使用して、プロフィール画像を選択

します。

3. プロフィール画像を選択すると、「トリミングして写真を保存する」という見出

しのダイアログウィンドウが表示されます。

4. 画像を選択するには、[この写真を使用する]ボタンに移動して、スペースバーを

押すかボタンを選択します。

o セッション参加時に代替テキストとして入力したゲスト名の付く画像が

[プロフィール画像を変更する]パネルに追加されます。



5. キャンセルするには、[キャンセル]ボタンに移動して、スペースバーを押すかボ

タンを選択します。

o フォーカスが[プロフィール画像を変更する]パネルに戻ります。

削除

1. プロフィール画像を削除するには、スペースバーを押すか[現在のプロフィール

画像を削除します]ボタンを選択します。画面上は、「削除」というテキストが

表示されます。

2. 画像が[プロフィール画像を変更する]パネルから削除されます。

カメラから写真を取り込む

1. Collaborateアプリケーションで写真を撮るには、[カメラから写真を取り込みま

す]ボタンに移動して、スペースバーを押すかボタンを選択します。

2. 「写真を取り込む」という見出しのダイアログウィンドウが開き、「プロフィー

ル画像に使用する自分の写真を撮ります。心配はいりません。気に入らない場合

は撮り直すことができます。」という説明が表示されます。

3. [写真を撮る]ボタンに移動して、スペースバーを押すかボタンを選択します。

o セッション参加時に代替テキストとして入力したゲスト名の付く画像が

[プロフィール画像を変更する]パネルに追加されます。

4. キャンセルするには、[キャンセル]ボタンに移動して、スペースバーを押すかボ

タンを選択します。

o フォーカスが[プロフィール画像を変更する]パネルに戻ります。

音声と動画の設定
1. [設定]タブで、[音声と動画の設定]タブに移動します。

2. タブが展開されていることを確認し、引き続き、以下の機能にナビゲートしま

す。

o [カメラとマイクの設定]ボタン

o [電話を音声として使用する]ボタン

▪ セッションの電話番号とPINを含むテキストの説明の表示に切り替

えます。電話の使用を選択すると、コンピュータの音声コントロー

ルの使用に戻れなくなります。これはすべてのユーザが経験してい

るバグです。

o [スピーカーボリューム]スライダ

▪ キーボードの左右の矢印キーを使用するか、

▪ [左矢印キーを押す]または[右矢印キーを押す]を使用します

o [マイクボリューム]スライダ

▪ キーボードの左右の矢印キーを使用するか、



▪ [左矢印キーを押す]または[右矢印キーを押す]音声コマンドを使用

します

o [字幕を表示する (有効な場合)]チェックボックス
▪ 有効な場合、スペースバーを押すか[字幕を表示する (有効な場合) ]
チェックボックスを選択します。

▪ [字幕を表示する (有効な場合)]チェックボックスは自動的に無効に
なります。

カメラとマイクの設定

1. [音声、動画の設定]の下にあるリストで、[カメラとマイクを設定します]ボタン

に移動します。

2. スペースバーを押すか、[カメラとマイクを設定します]ボタンを選択して、[音声

テスト (1/2)]ダイアログを開きます。
3. ダイアログをナビゲートして、以下の機能を確認します。

o [マイクは正常に機能しています]進捗メータ

このメータはスクリーンリーダーにレンダリングされません。

o [マイクの選択]選択フィールド

▪ マイクが1つしかない場合は、この選択フィールドは使用できませ

ん。

o [いいえ、機能していません]ボタン

[いいえ、機能していません]ボタンを選択すると、お使いのブラウザ用の
トラブルシューティングヘルプトピックが表示されます。

o [はい、機能しています]ボタン

4. スペースバーを押すか、[はい、機能しています]ボタンを選択すると[動画テスト

(2/2)]が開きます。
5. ダイアログをナビゲートして、以下の機能を確認します。

o 動画

動画はスクリーンリーダーにレンダリングされません

o [カメラの選択]選択フィールド

▪ カメラが1つしかない場合、この選択フィールドは使用できませ

ん。

o [いいえ、機能していません]ボタン

[いいえ、機能していません]ボタンを選択すると、お使いのブラウザ用の
トラブルシューティングヘルプトピックが表示されます。

o [はい、機能しています]ボタン

6. スペースバーを押すか、[はい、機能しています]ボタンを選択すると[準備ができ

ました！]が開きます。

7. スペースバーを押すか、[閉じる]ボタンを選択してダイアログを閉じます。



8. フォーカスが[音声の共有]ボタンに移動します。

通知設定
1. [設定]タブで、[通知設定]タブに移動します。

2. スペースバーを押すか、[通知設定]タブを選択してパネルを展開します。

3. パネルには、以下の設定リスト項目が含まれています。

o [誰かがブレークアウトグループまたはセッションに参加または退出しま

した]見出し

▪ [Collaborateのポップアップ通知]チェックボックス

▪ [音声による通知]チェックボックス

▪ [ブラウザのポップアップ通知]チェックボックス

o [誰かがチャットメッセージを投稿しました]見出し

▪ [Collaborateのポップアップ通知]チェックボックス

▪ [音声による通知]チェックボックス

▪ [ブラウザのポップアップ通知]チェックボックス

o [字幕が利用できます]見出し

▪ [Collaborateのポップアップ通知]チェックボックス

o [誰かが挙手しました]見出し (モデレータロールのみ)

▪ [Collaborateのポップアップ通知]チェックボックス

▪ [音声による通知]チェックボックス

▪ [ブラウザのポップアップ通知]チェックボックス

4. ニーズに適したチェックボックスに移動して、スペースバーを使用するか、

チェックボックスを選択します。

問題の報告
1. [設定]タブで、[問題の報告]ボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか[問題の報告]ボタンを選択して[問題の報告]セクションを

開きます。

3. [音声に問題があった]または[動画に問題があった]という見出しに移動します。

4. [音声に問題があった]の下でリストに移動し、スペースバーを使用するか、以下

のチェックチェックボックスの1つまたはすべてを選択します。

o 他の人の音声が聞こえなかった

o 他の人から私の声が聞こえなかった

5. [動画に問題があった]の下でリストに移動し、スペースバーを使用するか、以下

のチェックチェックボックスの1つまたはすべてを選択します。

o 他の人が表示されなかった



o 他の人から私が見えなかった

6. 音声も動画も問題がなかった場合は、[他の問題があった]というテキストに移動

します。

o スペースバーを押すか、[別の問題があった]ボタンを選択して、[問題の説

明を入力する (最大1000文字)]編集フィールドを有効にします。
o [問題の説明を入力する]編集フィールドに移動して、問題の内容を入力し

ます。

7. レポートに含まれる追加のコンテンツを聞くには、説明編集フィールドとともに

送信される自動生成されたレポートに移動します。

問題をキャンセルする

1. 誤って[問題の報告]パネルに移動してしまった場合は、[キャンセル]ボタンに移

動します。

2. スペースバーを押すか、[キャンセル]ボタンを選択して、[設定]パネルに戻りま

す。



音声と動画

。

JAWSによる音声設定

JAWSによる音声設定と動画設定に問題がある場合には、次の手順を実行してくださ
い。

1. Collaborateセッションで、[タブ]を押し、[音声の共有]ボタンにフォーカスしま
す。[音声の共有]トグルボタンを押すと、音声共有が通知されず、音声は共有さ
れません。

2. JAWSの仮想カーソルを無効にして再び有効にします。矢印キーを使用して
Collaborateを移動できます。

3. コントロールやエラーへ移動するには、下矢印を押します。ブラウザがカメラと
マイクへのアクセスをブロックしたという通知が聞こえます。

4. JAWSが[テクニカルチェックをキャンセル]に到達するまで、下矢印を押しま
す。

5. [Enter]キーを押して、技術チェックを終了します。
6. JAWSのフォーカスをブラウザのアドレスバーに移動します。
7. [Tab]キーを押して、カメラとマイクがブロックされていることを示すインジ
ケータまで移動し、[Enter]キーを押します。

8. [Tab]キーを押して、[アクセス有効/無効]ラジオボタンまで移動します。
9. [下矢印]キーを押して、[ラジオボタンを許可する]まで移動し、[Space]キーを押
します。

10. [Tab]キーを押して[完了]ボタンまで移動し、[Enter]キーを押します。
11. JAWSのフォーカスをCollaborateウィンドウに移動します。
12. [Tab]キーを押して[設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
13. [Tab]キーを押して[カメラとマイクの設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
14.上下矢印を使用して、使用するマイクを選択します。
15. Collaborateが音声を受信すると、JAWSが「マイクは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。

16.上下矢印を使用して、使用するカメラを選択します。
17. Collaborateが動画を受信すると、JAWSが「カメラは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。



18. [Tab]キーを押して[設定を閉じる]まで移動します。[Enter]キーを押します。

VoiceOverによる音声設定

[Tab]キーまたはVoiceOverのカーソルナビゲーションキーを使用して、[音声の共有]ボ
タンにフォーカスします。[Space]バーを押してアクティブ化します。VoiceOverは音声
が共有されることを読み上げます。

VoiceOverによる音声設定と表示設定に問題がある場合には、次の手順を実行してくだ
さい。

1. [設定]トグルボタンを見つけ、[Space]バーを押して選択します。
2. [音声と動画の設定]タブを見つけ、[VO+Space]キーを押して選択します。
3. [カメラとマイクの設定]ボタンにタブ移動し、[Space]キーを押します。
4. 上下矢印を使用して、使用するマイクを選択します。
5. Collaborateが音声を受信すると、VoiceOverが「マイクは正常に機能していま
す。」と返答します。矢印キーで[動作を確認しました]に移動し、[Enter]キーを
押します。

6. 上下矢印を使用して、使用するカメラを選択します。
7. Collaborateが動画を受信すると、VoiceOverが「カメラは正常に機能していま
す。」と返答します。矢印キーで[動作を確認しました]に移動し、[Enter]キーを
押します。

8. [閉じる]ボタンで[VO+Space]キーを押し、ダイアログを閉じます。

音声による通知

Collaborateでは、何か新しいことが発生したときに音声でお知らせします。サウンドは
通知の種類によって異なります。

● ミュート :高音から低音に変化するようなサウンド。
● ミュート解除 :低音から高音に変化するようなサウンド。
● 切断 :「Buh da da (ブダダ)」というような3つの音からなるサウンド。
● アイドル状態 :はずんだり跳ねたりするようなサウンド。

これらの通知のオンとオフを切り替えることができます。

● セッションの参加に関する通知 :跳ねるようなサウンド。



● 新着のチャットメッセージに関する通知 :ドスンというようなサウンド。
● 挙手に関する通知 :「Duh da (ダダ)」というようなサウンド。挙手に関する通知
を聞くことができるのはモデレータだけです。

● セッションの退出に関する通知 :「Bing bong (ピンポン)」というようなサウン
ド。

● チャットに関する通知 :「Ba dun (バドン)」というようなサウンド。

Watch a video playlist about audio notifications

The following narrated video provides an auditory representation of some of the information
included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video
on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript. 

Video playlist: Audio notifications in Class Collaborate provides an overview of the audio alerts
you hear in Collaborate.



トラブルシューティング

。

チャットボットサポート

問題がある場合。セッション中は、Collaborateのチャットボットのサポートを得ること
ができます。チャットボットは常に起動しており、Collaborateでの一般的な質問や問題
に回答します。チャットボットへの質問は、自分で質問することも、あらかじめ設定さ

れた質問から選ぶこともできます。[設定]の[チャットサポート]を選択してチャット
ボットを開きます。



問題が引き続き発生する場合やヘルプが必要な場合は、次のページでヘルプを参照して

ください。

Safariのサポート
Edge (Chromium)のサポート
Chromeのサポート
Firefoxのサポート
ネットワーク接続

参加者に関するよくある質問

問題のトラブルシューティング



ヘルプが必要ですか？

ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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

Edge (Chromium)のサポート
。

音声と動画の問題

音声と動画に問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認します。

● 音声または動画のコントロールはオンになっていますか？アイコンが線で消して

ある状態は、デバイスが無効になっていることを示します。

● 使用しているEdge (Chromium)は最新版ですか？ブラウザを最新のものに更新し
てください。

● ブラウザに、カメラとマイクへのアクセス権限がありますか？

o URLバーのマイクアイコンを選択して、音声と動画の既定の設定を確認し
ます。ポップアップウィンドウから、デバイスを変更したり、デバイスの

設定をやり直して既定のデバイスを設定したりできます。変更を有効にす

るには、ページを最新の情報に更新する必要があります。



o Edge (Chromium)のその他のオプションメニューを開きます。3つのドッ
トが連なったアイコンです。[設定]を選択します。[サイトの許可]を選択
して、[カメラ]または[マイク]を選択します。セッションが[許可]リストに
あることを確認します。



o URLの左にあるロックアイコンを選択してサイト情報を表示し、ブロック
されているものがないか確認します。



JAWSによる音声設定

JAWSによる音声設定と動画設定に問題がある場合には、次の手順を実行してくださ
い。



1. Collaborateセッションで、[タブ]を押し、[音声の共有]ボタンにフォーカスしま
す。[音声の共有]トグルボタンを押すと、音声共有が通知されず、音声は共有さ
れません。

2. JAWSの仮想カーソルを無効にして再び有効にします。矢印キーを使用して
Collaborateを移動できます。

3. コントロールやエラーへ移動するには、下矢印を押します。ブラウザがカメラと
マイクへのアクセスをブロックしたという通知が聞こえます。

4. JAWSが[テクニカルチェックをキャンセル]に到達するまで、下矢印を押しま
す。

5. [Enter]キーを押して、技術チェックを終了します。
6. JAWSのフォーカスをブラウザのアドレスバーに移動します。
7. [Tab]キーを押して、カメラとマイクがブロックされていることを示すインジ
ケータまで移動し、[Enter]キーを押します。

8. [Tab]キーを押して、[アクセス有効/無効]ラジオボタンまで移動します。
9. [下矢印]キーを押して、[ラジオボタンを許可する]まで移動し、[Space]キーを押
します。

10. [Tab]キーを押して[完了]ボタンまで移動し、[Enter]キーを押します。
11. JAWSのフォーカスをCollaborateウィンドウに移動します。
12. [Tab]キーを押して[設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
13. [Tab]キーを押して[カメラとマイクの設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
14.上下矢印を使用して、使用するマイクを選択します。
15. Collaborateが音声を受信すると、JAWSが「マイクは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。

16.上下矢印を使用して、使用するカメラを選択します。
17. Collaborateが動画を受信すると、JAWSが「カメラは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。

18. [Tab]キーを押して[設定を閉じる]まで移動します。[Enter]キーを押します。

アプリケーション共有の問題

「アプリケーションの共有を開始しています」というメッセージが表示されるにもかか

わらず、画面で共有が開始されない場合は、アプリケーション共有を停止して再起動し

ます。



使用しているEdge (Chromium)は最新版ですか？ブラウザを最新のものに更新してくだ
さい。

ブラウザによる通知の問題点

ブラウザによる通知で問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認

します。

● ブラウザによる通知がセッションで有効になっていますか？[設定]に移動しま
す。[通知設定]を展開し、[ブラウザポップアップ通知]を選択します。ブラウザ
のポップアップから[許可]を選択します。緑色のチェックマークが表示されない
場合は、[ブラウザポップアップ通知]を再度選択します。

● ブラウザに通知を送信する権限がありますか？

o URLバーのロックアイコンを選択して、権限を確認します。[通知]メ
ニューから[許可]を選択します。変更を有効にするには、ページを最新の
情報に更新する必要があります。



o Edge (Chromium)のその他のオプションメニューを開きます。3つのドッ
トが連なったアイコンです。[設定]を選択します。[サイトの許可]を選択
して、[通知]を選択します。セッションが[許可]リストにあることを確認
します。



ヘルプが必要ですか？

ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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



Safariのサポート
。

音声と動画の問題

音声と動画に問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認します。

● 音声または動画のコントロールはオンになっていますか？アイコンが線で消して

ある状態は、デバイスが無効になっていることを示します。

● 最新版のSafariを使用していますか？ブラウザを最新のものに更新してくださ
い。

● ブラウザに、カメラとマイクへのアクセス権限がありますか？

o Safariの[環境設定]メニューを開いて[Webサイト]を選択します。[カメラ]
または[マイク]を選択します。[現在開いているWebサイト]のリストから
Collaborateを探して、メニューから[許可]を選択します。



VoiceOverによる音声設定

[Tab]キーまたはVoiceOverのカーソルナビゲーションキーを使用して、[音声の共有]ボ
タンにフォーカスします。[Space]バーを押してアクティブ化します。VoiceOverは音声
が共有されることを読み上げます。

VoiceOverによる音声設定と表示設定に問題がある場合には、次の手順を実行してくだ
さい。

1. [設定]トグルボタンを見つけ、[Space]バーを押して選択します。
2. [音声と動画の設定]タブを見つけ、[VO+Space]キーを押して選択します。
3. [カメラとマイクの設定]ボタンにタブ移動し、[Space]キーを押します。
4. 上下矢印を使用して、使用するマイクを選択します。



5. Collaborateが音声を受信すると、VoiceOverが「マイクは正常に機能していま
す。」と返答します。矢印キーで[動作を確認しました]に移動し、[Enter]キーを
押します。

6. 上下矢印を使用して、使用するカメラを選択します。
7. Collaborateが動画を受信すると、VoiceOverが「カメラは正常に機能していま
す。」と返答します。矢印キーで[動作を確認しました]に移動し、[Enter]キーを
押します。

8. [閉じる]ボタンで[VO+Space]キーを押し、ダイアログを閉じます。

音声による通知の問題点

音声による通知に問題が発生している場合は、Safariの環境設定を確認してください。 

1. Safariの[環境設定]メニューを開いて[Webサイト]を選択します。
2. [自動再生]を選択します。
3. 現在開いているWebサイトのリストからセッションを探します。
4. メニューから[すべての自動再生を許可]を選択します。



ブラウザによる通知の問題点

ブラウザによる通知で問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認

します。

● ブラウザによる通知がセッションで有効になっていますか？[設定]に移動しま
す。[通知設定]を展開し、[ブラウザポップアップ通知]を選択します。ブラウザ
のポップアップで[許可]を選択します。緑色のチェックマークが表示されない場
合は、[ブラウザポップアップ通知]を再度選択します。

● ブラウザに通知を送信する権限がありますか？

o Safariの[環境設定]メニューを開いて[Webサイト]を選択します。[通知]を
選択します。権限を要求したサイトのリストからセッションを探し、メ

ニューから[許可]を選択します。

ヘルプが必要ですか？



ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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



Chromeのサポート
。

音声と動画の問題

音声と動画に問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認します。

● 音声または動画のコントロールはオンになっていますか？アイコンが線で消して

ある状態は、デバイスが無効になっていることを示します。

● 最新版のChromeを使用していますか？ブラウザを最新のものに更新してくださ
い。

● ブラウザに、カメラとマイクへのアクセス権限がありますか？

o URLバーの音声/動画アイコンを選択して、音声と動画の既定の設定を確
認します。ポップアップウィンドウから、デバイスを変更したり、デバイ

スの設定をやり直して既定のデバイスを設定したりできます。変更を有効

にするには、ページを最新の情報に更新する必要があります。

o Mac OS X 10.14以降を使用している場合は、コンピュータの[システム環
境設定]を開き、[セキュリティとプライバシー]を選択します。[プライバ
シー]を選択します。[カメラ]と[マイク]の両方にお使いのブラウザが選択
されていることを確認します。



o Chromeの[設定]を開き、[詳細設定]と[サイトの設定]を選択します。[カメ
ラ]または[マイク]を選択します。セッションが[許可]リストにあることを
確認します。

o URLの左にある[サイト情報を表示]アイコンを選択してサイト情報を表示
し、ブロックされているものがないか確認します。



JAWSによる音声設定

JAWSによる音声設定と動画設定に問題がある場合には、次の手順を実行してくださ
い。

1. Collaborateセッションで、[タブ]を押し、[音声の共有]ボタンにフォーカスしま
す。[音声の共有]トグルボタンを押すと、音声共有が通知されず、音声は共有さ
れません。

2. JAWSの仮想カーソルを無効にして再び有効にします。矢印キーを使用して
Collaborateを移動できます。



3. コントロールやエラーへ移動するには、下矢印を押します。ブラウザがカメラと
マイクへのアクセスをブロックしたという通知が聞こえます。

4. JAWSが[テクニカルチェックをキャンセル]に到達するまで、下矢印を押しま
す。

5. [Enter]キーを押して、技術チェックを終了します。
6. JAWSのフォーカスをブラウザのアドレスバーに移動します。
7. [Tab]キーを押して、カメラとマイクがブロックされていることを示すインジ
ケータまで移動し、[Enter]キーを押します。

8. [Tab]キーを押して、[アクセス有効/無効]ラジオボタンまで移動します。
9. [下矢印]キーを押して、[ラジオボタンを許可する]まで移動し、[Space]キーを押
します。

10. [Tab]キーを押して[完了]ボタンまで移動し、[Enter]キーを押します。
11. JAWSのフォーカスをCollaborateウィンドウに移動します。
12. [Tab]キーを押して[設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
13. [Tab]キーを押して[カメラとマイクの設定]まで移動し、[Enter]キーを押します。
14.上下矢印を使用して、使用するマイクを選択します。
15. Collaborateが音声を受信すると、JAWSが「マイクは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。

16.上下矢印を使用して、使用するカメラを選択します。
17. Collaborateが動画を受信すると、JAWSが「カメラは正常に機能しています。」
と返答します。[Tab]キーを押して[動作を確認しました]まで移動し、[Enter]キー
を押します。

18. [Tab]キーを押して[設定を閉じる]まで移動します。[Enter]キーを押します。

アプリケーション共有の問題

「アプリケーションの共有を開始しています」というメッセージが表示されるにもかか

わらず、画面で共有が開始されない場合は、アプリケーション共有を停止して再起動し

ます。

それでも問題が解決しない場合は、ブラウザの設定を確認してください。

● 最新版のChromeを使用していますか？ブラウザを最新のものに更新してくださ
い。

● Mac OS 10.15のCatalinaを使用していますか？コンピュータの[システム環境設定]
を選択し、[セキュリティとプライバシー]を選択します。[プライバシー]を選択



します。[画面収録]を選択して、[Google Chrome]のチェックボックスをオンにし
ます。

ブラウザによる通知の問題点

ブラウザによる通知で問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認

します。

● ブラウザによる通知がセッションで有効になっていますか？[設定]に移動しま
す。[通知設定]を展開し、[ブラウザポップアップ通知]を選択します。ブラウザ
のポップアップから[許可]を選択します。緑色のチェックマークが表示されない
場合は、[ブラウザポップアップ通知]を再度選択します。

● ブラウザに通知を送信する権限がありますか？



o URLバーの[サイト情報を表示]アイコンを選択して、権限を確認します。
[通知]メニューから[許可]を選択します。変更を有効にするには、ページ
を最新の情報に更新する必要があります。

o Chromeの[設定]を開き、[詳細設定]と[サイトの設定]を選択します。[通知]
を選択します。セッションが[許可]リストにあることを確認します。

ヘルプが必要ですか？

ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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



Firefoxのサポート
。

音声と動画の問題

音声と動画に問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認します。

● 音声または動画のコントロールはオンになっていますか？アイコンが線で消して

ある状態は、デバイスが無効になっていることを示します。

● 最新版のFireFoxを使用していますか？ブラウザを最新のものに更新してくださ
い。

● ブラウザに、カメラとマイクへのアクセス権限がありますか？

o ブラウザの[サイトの情報を表示]メニューを開き、お使いのデバイスのマ
イクとカメラが許可されているかどうかを確認します。変更を確認するに

は、ページを最新の情報に更新する必要があります。音声または動画を再

びオンにする場合は、新しいデバイスを選択するよう求められます。



o Mac OS X 10.14以降を使用している場合は、コンピュータの[システム環
境設定]を開き、[セキュリティとプライバシー]を選択します。[プライバ
シー]を選択します。[カメラ]と[マイク]の両方にお使いのブラウザが選択
されていることを確認します。



o

JAWSによる音声設定

JAWSの音声と動画の設定に問題がある場合には、ChromeTMブラウザで設定を行いま

す。

ChromeでのJAWSによる音声設定の詳細

アプリケーション共有の問題

[アプリケーションの共有を開始しています]というメッセージが表示されるにもかかわ
らず、画面で共有が開始されない場合は、アプリケーション共有を停止して再起動しま

す。

引き続き問題が発生する場合は、ブラウザに画面またはアプリケーションを共有する権

限があることを確認してください。



ブラウザによる通知の問題点

ブラウザによる通知で問題が発生している場合は、セッションとブラウザの設定を確認

します。

● ブラウザによる通知がセッションで有効になっていますか？[設定]に移動しま
す。[通知設定]を展開し、[ブラウザポップアップ通知]を選択します。ブラウザ
のポップアップから[許可]を選択します。緑色のチェックマークが表示されない
場合は、[ブラウザポップアップ通知]を再度選択します。

● ブラウザに通知を送信する権限がありますか？



o ブラウザの[サイトの情報を表示]メニューを開き、通知が許可されている
かどうかを確認します。変更を確認するには、ページを最新の情報に更新

する必要があります。 

o FireFoxの[設定]を開き、[プライバシーとセキュリティ]を選択します。通
知の[設定]ボタンを選択します。セッションで[許可]を選択します。

ヘルプが必要ですか？

ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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





ネットワーク接続ステータス

。

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
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。

音声とアプリケーション共有は変化

しません。

その接続で

は、動画とア

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

参加者に関するよくある質問



。

教員が、自分のプロジェクトをクラスにプレゼンするルー

ムを設けてくれました。プレゼンテーションを表示するに

はどうすればよいですか？

教員から、そのルームに対するプレゼンタ権限またはモデレータ権限を付与されている

ことを確認してください。プレゼンタまたはモデレータとして、[コンテンツの共有]を
使用し、空白のホワイトボード、アプリケーション、またはファイルを共有します。

PowerPointプレゼンテーションを表示する場合は、[ファイルの共有]を選択すると、全
員によく見えるようになります。プレゼンテーションが上手くゆきますように！

出席者のロールの詳細

モデレータ向けコンテンツの共有方法の詳細

画面の表示が小さくて困っています。どうしたら表示を大

きくできますか？

はい。共有のホワイトボードまたはファイルで拡大することができます。また、字幕が

表示されている場合には、その文字を大きくすることもできます。項目をダブルクリッ

クして、表示を大きくしてみてください。

ツールの詳細

なにも聞こえません。ボリュームを変えられますか？

[設定]で、マイクとスピーカーのボリュームを調整してみてください。自分のアバター
画像をポイントして、[設定]を開きます。[音声、動画の設定]をクリックします。

音声と動画の設定の詳細

音声ボタンが見つかりません。どうすれば音声をオンにで

きますか？



モデレータがセッション中に音声を切ったかもしれません。モデレータは、セッション

中に音声、動画、チャット、および編集ツールをオフにすることができます。

名前とEメールアドレスを変更するには、どうすればよい
ですか。

コースから参加している場合は、教育機関の管理者が名前とEメールアドレスを指定し
ています。変更することはできません。

リンクから参加している場合、参加に使用する名前は表示されている名前です。



問題のトラブルシューティング

。

セッションへの接続が切断されたか、セッションに参加で

きません

インターネット接続を確認して、セッションに再接続してみてください。ネットワーク

接続ヘルプページにアクセスして、エクスペリエンス向上のためのベストプラクティス

のリストをご覧ください。

インターネット接続に問題がない場合、status.blackboard.comをチェックして、既知の問
題かどうかを確認します。ここにリストされている場合は、解決に向けて作業中です。

同ページの更新情報に注目してください。

問題がリストされておらず、解決しない場合は、管理者に連絡してください。

問題を解決するためにできること

[設定]の[チャットサポート]機能を使用します。チャットボットは常に起動しており、
Collaborateでの一般的な質問や問題に回答します。

接続の問題がある場合は、以下のことも試してみてください。

● ネットワーク接続を確認します。

● 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。

● 再接続してみます。セッションはさまざまなサーバに分散されています。再接続

すると、別のサーバに移動します。

● ブラウザを最新のバージョンに更新します。

● 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。

● ブラウザにマイクとカメラへのアクセスを許可します。



問題が解決しない場合は、問題について、できるだけ詳しい情報を収集します。所属教

育機関のサポートまたはヘルプデスクに連絡します。所属教育機関のヘルプデスクに連

絡する方法がわからない場合は、サポートサービスで大学を検索できます。

できるだけ多くの詳細を収集します

ベストプラクティスは、問題について、できるだけ詳しい情報を収集することです。詳

細情報は、教育機関のサポートチームが問題を迅速に解決するのに役立ちます。 

● 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

● セッション中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

● [問題の報告]パネルの下部に、セッションIDとセッションインスタンスIDを含め
ます

● 問題を解決するためにやってみたことを説明します

問題の報告

問題の報告時に、Blackboardではサポートケースが生成されません。 

グローバルパフォーマンスのモニタリングにご協力ください。セッション中に問題を報

告できます。



1. [セッション]メニューを開き、[問題の報告]を選択します。
2. セッション中に発生した問題について説明してください。
3. ［送信］を選択します。

ヘルプが必要ですか？

ナレッジベースを検索する (英語のみ)

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



索引
https://www.class.com/support/collaborate/
https://support.class.com/s/
http://status.class.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1srACSiy4SQNG3HHs_Y1B6T
http://abilitynet.wikifoundry.com/page/Mac+OS+X+-+Enabling++keyboard+access+in+web+bro
wsers
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Keyboard shortcuts
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Pressing Tab key does not select menus or buttons


