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モデレータ向けCollaborate Ultraを開始する
Collaborateを使用するのは初めてですか？あるいは使い方を復習したいですか？

Class CollaborateTMは、教育や研修を目的として設計された、シンプルかつ便利で信頼性

の高いWeb会議ソリューションです。教材を活用し、教員と交流します。堅牢なコラボ
レーションや会議ツールにより、どこにいてもどんなデバイスを使っていても、誰でも

同じ部屋にいるような感覚で参加できます。

Watch a video tour

The following narrated video provides a visual and 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: Class Collaborate with the Ultra experience user interface tour shows you Class
Collaborate with the Ultra experience in action.

 

ブラウザのサポートの詳細

Collaborateでのアクセシビリティ

セッションを歩き回る

コラボレーション用に完璧に設計された部屋に入っていくと想像してみてください。参

加ツールや記録ツールの使用方法には、無限の可能性が秘められています。優れた教室

やスタジオと同じように構成することが求められます。

3つの領域に機能がわかりやすく配置されています。すなわち、メディアスペース、
[セッション]メニュー、[Collaborate]パネルです。

アクセスしやすい製品内チュートリアルを活用して、大切なセッションの時間を節約し

ましょう。[セッション]メニューから[Collaborateについて]を選択し、ひと通り見たい
機能を選びます。



Collaborateの詳細情報を取得

プロフィール写真の追加

成功するオンライン学習体験には、ソーシャルプレゼンスが非常に重要です。プロ

フィール画像の追加など、シンプルなことで学習者のオンライン学習体験がいっそう快

適になります。



1. [設定]を開きます。プロフィール画像を選択し、名前を選択します。または、
Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。

2. プロフィール画像をポイントして選択します。
3. 画像をアップロードするか、デバイスのカメラで撮影した写真を使用します。す
べてのセッションにそのプロフィール画像を使用できます。

ファイルタイプは、PNG、JPEG、およびJPGがサポートされています。

4. 画像領域を調整します。
5. [この写真を使用する]を選択します。

Collaborateが選択内容を記憶します。キャッシュをクリアしない限り、同じデバイスま
たはブラウザからこの操作を再度行う必要はありません。

コースからではなく、ゲストURLリンクから参加した場合、参加する新しいセッション
ごとに画像をアップロードする必要があります。



音声と動画の使用を設定

音声と動画を使用するには、設定が必要です。

一部のブラウザでは、話す予定がなくても、音声を再生する際にマイクにアクセスする

必要があります。セッションで他の出席者の発言を聞くには、マイクへのアクセス権限

をブラウザに付与します。

設定した後は、ミーティング中いつでも、マイクとビデオカメラのアイコンを選択して

オンとオフを切り替えることができます。キーボードの場合、[Alt+M]キーを押してマ
イクのオン/オフを切り替えます。[Alt+C]キーを押すとカメラのオン/オフを切り替えら
れます。

Collaborateが選択内容を記憶します。キャッシュをクリアしない限り、同じデバイスま
たはブラウザからこの操作を再度行う必要はありません。

音声と動画の使用の詳細



ステータスとフィードバック

ステータスを"退席中"に変更するか、セッションでの発言や共有された内容についての
感想を他のユーザに知らせます。フィードバックを使用してプレゼンテーションに反応

します。

メインステージから、プロフィール画像を選択します。

フィードバックは、メインステージ、[出席者]パネル、チャット上に、出席者のプロ
フィール画像と一緒に表示されます。フィードバックは30秒後に消えます。

ユーザが戻り、[オンラインになりました。]を選択するまで退席中のステータスは変わ
りません。

選択したフィードバックの概要は、パネルの見出しの下に表示されます。最新のフィー

ドバックとそれを使用している出席者数が表示されます。

[出席者]パネルでは、フィードバックごとに出席者を並べ替えることができます。例え
ば、言われたことについて嬉しく感じた人が誰かを知りたければ、[出席者]の見出しの
下の[ハッピー]を選択します。嬉しいと思った人だけが表示されます。

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。

準備完了

Collaborateを設定し、使用方法にも慣れたので、使用を開始できます。



Collaborateをコースで使用して、仮想の教室で学生と交流します。セッションのスケ
ジュール設定、コンテンツの共有、学生とのコラボレーションを開始します。



Collaborateについて
Class CollaborateTMは、教育や研修を目的として設計された、シンプルかつ便利で信頼性

の高いWeb会議ソリューションです。
セッションにすばやく参加

Javaやランチャーをインストールする必要はありません。ブラウザベースのセッション
に、すぐに簡単に参加できます。

モダンな美しさを味わう

スマートで直感的なインターフェイスはすっきりしていて、あらゆる操作が簡単に行え

ます。当社ではこれをUltraユーザエクスペリエンスと呼んでいます。
学習に集中

インターフェイスが使いやすいので、ソフトウェアの使用方法ではなく、セッションの

目標達成に集中できます。



出席者

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

出席者はどこで見ることができますか？

[出席者]一覧を開いて、すべての出席者を表示します。Collaborateパネルを開き、[出席
者]を選択します。





ひと目で次のことがわかります。

● 各出席者のロール。出席者をロールでグループ化しているので、セッションでの

各出席者の役割を簡単に確認できます。

● 挙手している出席者。挙手している出席者はロールリストの先頭に表示されま

す。

● 出席者のステータスまたはフィードバック。

● マイクをオンにしている出席者。

出席者のリストを探すか、パネルの上部で[オプションを開く]を開いて[検索]を選択し
ます。[参加者]リストと[プレゼンタ]リストは非表示にできます。

出席者をポイントすると、ネットワーク接続などの詳細情報を表示できます。モデレー

タは出席者の名前の横にある[出席者コントロール]を選択して、出席を促すか、ミュー
トまたは削除を実行します。

キーボード操作を使用している場合は、パネル上部のタブを押して[出席者のアクセス
一覧]を探します。[出席者のアクセス一覧]は、フォーカスされるまで表示されませ
ん。[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、[Tab]を使用し
て、各出席者の[ コントロール]を移動できるようになりました。

常に出席者パネルを開いた状態にする

[出席者]パネルをずっと開いたままにすることができます。同時に、他のメンバーとの
チャットやすべての出席者を確認できます。退席中の参加者、マイクをオンにしている

参加者、ネットワーク接続に問題がある参加者を知ることができます。チャット中や

セッションに参加している全員が対象です。

[出席者]パネルを開いたままにするには、パネルを切り離す必要があります。これを行
うには2つの方法があります。

1. [Collaborate]パネルを開きます。[出席者]アイコンをメインステージにドラッグア
ンドドロップします。

2. Collaborateパネルを開き、[出席者]を選択します。パネルの上部から[その他のボ
タン]を選択します。[パネルを切り離す]を選択します。



メインステージを調整すれば、すべての表示を保持できます。共有する動画、コンテン

ツ、ホワイトボード、およびアプリケーションは、パネル表示のスペースを確保するた

めに左に移動されます。[Collaborate]パネルには、[チャット]タブ、[コンテンツの共有]
タブ、[設定]タブだけが表示されるようになります。

パネルはいつでも閉じることができます。[出席者]パネルを選択して、[Collaborate]パネ
ルにドラッグします。または、[出席者]パネルの上部から[その他のオプション]を選択
して、[パネルを結合する]を選択します。





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。



自分の設定をみつける

Collaborateの詳細情報を取得します。3つの領域に機能がわかりやすく配置されていま
す。すなわち、コンテンツプレゼンテーション領域、[セッション]メニュー、
[Collaborate]パネルです。

コンテンツプレゼンテーション領域

Collaborateのコンテンツプレゼンテーション領域、メディアスペース、またはメインス
テージには、セッションのコンテンツが表示されます。このスペースのサイズは、どの

画面サイズでも十分に画面を使用できるよう最大化されています。

ピクチャーインピクチャーウィンドウを選択して、フォーカスを切り替えます。メイン

画面がピクチャーインピクチャーになり、ピクチャーインピクチャーがメイン画面にな

ります。

共有コンテンツがない場合、出席者の動画とプロフィール画像が表示されます。表示さ

せたい動画の数や動画を目立たせる方法を、ギャラリービュー、タイルビュー、発言者

ビューの中から決定します。

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。



表示される動画の数は、ブラウザ、デバイス、セッションの規模に対するサポートに

よって異なります。また、セッションメニューまたはCollaborateパネルを開いている場
合、表示される動画が少なくなります。

ギャラリービュー



発言者ビュー

タイルビュー

発言者ビューは、参加したときのデフォルトビューです。ビューを切り替えるには、画

面の右上にある[ビューを変更]ボタンを選択します。

出席者が動画をオンにしていない場合、動画スペースには代わりにプロフィール画像が

表示されます。



コンテンツプレゼンテーションツール

コンテンツプレゼンテーション領域に表示されるツールは、その時セッションで行われ

ていることに直接関係します。また、モデレータが設定した権限にも依存します。

ツール 説明

音声

音声をオンにします。マイクのアイコンが線で消してある状

態は、マイクがオフであることを示します。[音声の共有]を
選択して、オンにします。

キーボードの場合、[Alt+M]キーを押してマイクのオン/オフを
切り替えます。

動画
動画をオンにします。カメラのアイコンが線で消してある状

態は、カメラがオフであることを示します。[動画の共有]を
選択して、オンにします。

キーボードの場合、[Alt+C]キーを押してカメラのオン/オフを
切り替えます。

挙手

挙手をして質問に答えたり、別のモデレータの注意を引いた

りできます。[挙手]を選択します。

キーボードでは、[Alt+H]キーを押します。



[Collaborate]パネル

[Collaborate]パネルを開きます。

[セッション]メニュー

[セッション]メニューを開きます。

発言者表示ビュー

発言者表示ビューに切り替えます。

グリッドビュー

グリッドビューに切り替えます。

ピクチャインピク

チャ 画面のフォーカスを変更できます。共有コンテンツがメイン

画面上にある場合には、発言者の表示に切り替わります。対

象のコンテンツをメイン画面に表示するには、ピクチャイン

ピクチャを選択します。

状態

ステータスを退席中として表示します。アバター画像の傍に

ある緑のチェックマークをポイントし、[一時退席中に設定]
を選択します。戻ったら、[オンラインになりました。]をク
リックします。

ステータスを更新して、セッション中にフィードバックする

こともできます。



[セッション]メニュー

[セッション]メニューには、一連の高レベルのセッション操作と情報が表示されます。
画面左上の[セッション]メニューボタンで開きます。

[セッション]メニューツール

セッション中の使用頻度が限られるツールや機能は、ここにまとめられています。

ツール 説明



記録の開始
モデレータは、[セッショ
ン]メニューからセッショ
ンの記録を開始できます。

電話の使用 ダイヤルイン番号と固有の

PINを取得し、セッション
中に電話を音声として使用

します。

問題の報告

セッションで発生した問題

を報告します。

ヘルプ
help.blackboard.comのClass
Collaborateヘルプに移動し
ます。

Collaborateの利用方法を学習する
Collaborateの利用方法に関
するチュートリアルを開き

ます。

セッションから退出 セッションから退出した

ら、セッションについて簡



単なアンケートにご協力く

ださい。

閉じる

[セッション]メニューを閉
じます。

[Collaborate]パネル

[Collaborate]パネルはセッションの使いやすさをさらに高めます。優れたコラボレー
ションツールにより、ひとつのスペースで他の出席者とやりとりできるようになりまし

た。



Collaborateパネルツール

ツール 説明

チャット

セッション内の誰とでもチャットできます。Collaborateパネルを
開き、[チャットを開く]を選択します。

モデレータはチャットをオフにできます。

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。

絵文字上の5つのスキントーンのうち1つを使用してください。入
力時に、アンダースコア、トーン、サポートされているトーン番

号 (1から5)を絵文字に追加します。絵文字テキストの先頭と最後
にコロンを入力するのを忘れないでください。

例 : :wave_tone5:

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。

出席者パネル

出席者のリストを表示します。[Collaborate]パネルを開き、[出席
者リストを開く]を選択します。

コンテンツの共

有 空白のホワイトボード、アプリケーション、PDF、PowerPoint®プ

レゼンテーション、およびGIF、JPEG、PNG形式の画像を共有で
きます。



設定
プロフィール画像の追加、音声と動画の設定、通知設定が可能で

す。Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。自分の名前
や使用メールアドレスは変更できません。

閉じる

[Collaborate]パネルを閉じます。

ホワイトボード

の共有

モデレータとプレゼンタは[コンテンツの共有]パネルから空のホ
ワイトボードを共有できます。

アプリケーショ

ンの共有

モデレータとプレゼンタは[コンテンツの共有]パネルから、デス
クトップ全体またはひとつのアプリケーションを共有できます。

ファイルの共有

モデレータとプレゼンタはPDF、PowerPoint®プレゼンテーショ

ン、およびGIF、JPEG、PNG形式の画像を共有できます。

アンケート
モデレータは、セッション中にアンケートを開始し、実行できま

す。



ブレークアウト

グループ
モデレータは、ブレークアウトグループを開始し、実行できま

す。

タイマー

モデレータはタイマーを開始できます。

オプション

出席者のオプションメニューを開きます。

支援技術を使用したCollaborateのナビゲーション

支援技術を使用したCollaborateのナビゲーション方法の詳細

スケジューラ

Class Collaborateに初めてアクセスすると、Ultraユーザエクスペリエンスでのセッショ
ンスケジュール設定と記録表示の直観的なデザインを目にすることになります。当社で

はこれをCollaborateスケジューラと呼んでいます。

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。あるいは、URLリンクから直接利用することもできます。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。



セッションの日付を設定し、開始および終了時刻を指定して、該当セッションの見つけ

方を学生に伝えます。

スケジューラまたはセッションリストには、以下のものが含まれています。

● コースルーム :ページの最初に表示されるのがコースルームです。コースルーム
は、自分のコース専用のオープンなセッションです。

コース内からCollaborateに移動した場合にのみ利用できます。

● セッションの作成 :セッションを新規に作成します。作成するセッションは、
コースルームの後に、[セッションの作成]ボタンをクリックすると表示されま
す。 

● セッションのオプション : [セッションのオプション]メニューを開き、セッショ
ンに参加、セッションを編集または削除します。ゲストリンクをコピーし、この

セッションのレポートを表示することもできます。

● メニュー :メニューを開き、セッションのリストとセッションの記録のリストを
切り替えます。



セッションに参加する

学生とのオンライン会議

教育機関によっては、URLリンク、コース、電話から直接セッションに参加することが
できます。

● URLリンクから :各セッションに参加するためのリンク、またはCollaborateスケ
ジューラにログインするためのリンクが管理者から送信されています。リンクを

ブラウザで開き、セッションに参加するか、スケジューラにサインインします。

● コースから :自分のコース内からCollaborateを開きます。学習管理システムが開
きます。

● 電話から :所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行
うことができます。

● Blackboard Instructorアプリから :コースにリンクが提供されている場合、
Blackboard Instructorからセッションを起動することができます。

リンクから

各セッションに参加するためのリンク、またはスケジューラにサインインするためのリ

ンクが管理者から提供されます。このリンクにより、モデレータ権限が付与されます。

セッションのロールの詳細



ブラウザでリンクを開きます。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。

ページの読み込み後、名前を入力して[セッションに参加]を選択します。



初めてセッションに参加する場合は、音声と動画の設定を完了し、プロフィール画像を

追加します。電話機能が有効になっている場合は、その他のユーザと電話で通信するこ

ともできます。

モバイルデバイスユーザは、アプリからセッションに参加している場合、音声通信にテ

レカンファレンスを使用できません。これは、アプリがデフォルトでセッション音声を

使用するからです。

スケジューラまたはURLリンクからの参加に関する詳細

コースから

コースにCollaborateがある場合は、コース内から直接、コースルームに参加したり、新
しいセッションを作成したりできます。セッションの目的は自由に設定できます。一対

一のセッションやクラス講義、または学生がグループスタディのセッションをホストす

るための場として設定できます。



自分のコースのCollaborateに移動します。セッション名を選択し、 参加オプションを選
択します。

所属する教育機関から電話番号が提供されている場合は、その番号を使用して匿名で

セッションに参加することができます。詳細については、電話からセッションに参加す

るをご覧ください。

Blackboard Learnコースから参加する

別のコースから参加する

電話から

所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。

Blackboard StudentまたはBlackboard Instructorアプリを使用してセッションに参加してい
るモバイルデバイスユーザは、セッション時にコミュニケーションをとるためのアプリ

の音声と同時に、テレカンファレンスのダイヤルインを使用することはできません。

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。

Collaborateセッションにダイヤルインで参加する方法は複数あります。

● セッションから : ブラウザでセッションに参加しており、電話を音声として使用
する場合は、[セッション]メニューを開き、[電話を音声として使用する]を選択
します。リストの電話番号を選択し、一時的なPIN (個人識別番号)を入力しま
す。

iPhonesでは、PINが自動的に入力されます。最初に書き留める必要はありませ
ん。

このPINを使用すると、セッション内に自分自身が表示されます。このPINは個
人アカウントに関連付けられています。自分のPINは誰にも教えないでくださ
い。



● セッションのリストから : 参加するセッションの名前を選択します。メニューか
ら、匿名のダイヤルイン番号の情報を選択します。デバイスが電話でセッション

に参加します。あなたは、セッション内で匿名の発信者として他の出席者に表示

されます。 

● 送信されたダイヤルイン情報から : その番号に電話をかけ、あなた宛てに送信さ
れた匿名のダイヤルインのPINを入力します。あなたは、セッション内で匿名の
発信者として他の出席者に表示されます。 



提供されている電話番号とは別の番号が必要な場合、またはCollaborateテレカンファ
レンス機能の詳細を知りたい場合は、Collaborateテレカンファレンスを参照してくださ
い。

Blackboard Instructorアプリから

Blackboard Instructorは、教員がコースコンテンツを表示し、課題を採点し、ディスカッ
ションで学生とつながり、Class Collaborateセッションを起動できるモバイルアプリで
す。アプリはiOSおよびAndroidのモバイルデバイスで利用できます。

コース内でリンクが提供されている場合、ユーザは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。

Blackboard Instructorの情報とダウンロード



スケジューラからのセッションスケジュー

ル設定

各セッションに参加するためのリンク、またはCollaborateスケジューラにサインインす
るためのリンクが管理者から提供されます。このリンクにより、モデレータ権限が付与

されます。

セッションのロールの詳細

ブラウザでリンクを開きます。

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。
ページが読み込まれたら、セッションに参加するか、スケジューラにログインします。

Class Collaborateに初めてアクセスすると、Ultraユーザエクスペリエンスでのセッショ
ンスケジュール設定と記録表示の直観的なデザインを目にすることになります。当社で

はこれをCollaborateスケジューラと呼んでいます。
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。あるいは、URLリンクから直接利用することもできます。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。
セッションの日付を設定し、開始および終了時刻を指定して、該当セッションの見つけ

方を学生に伝えます。

スケジューラまたはセッションリストには、以下のものが含まれています。

● コースルーム :ページの最初に表示されるのがコースルームです。コースルーム

は、自分のコース専用のオープンなセッションです。

コース内からCollaborateに移動した場合にのみ利用できます。
● セッションの作成 :セッションを新規に作成します。作成するセッションは、

コースルームの後に、[セッションの作成]ボタンをクリックすると表示されま

す。 

● セッションのオプション : [セッションのオプション]メニューを開き、セッショ

ンに参加、セッションを編集または削除します。ゲストリンクをコピーし、この

セッションのレポートを表示することもできます。

● メニュー :メニューを開き、セッションのリストとセッションの記録のリストを

切り替えます。



セッションのフィルタリングと検索
今後発生するすべてのセッション、過去に発生したすべてのセッション、および日付範

囲内のセッションごとに、表示されるセッションのリストをフィルタリングできます。

フィルタを使用して、探しているセッションを見つけます。

探しているセッションの名前がわかる場合は、[セッションの検索]を選択してセッショ
ン名を入力します。

セッションに参加する
Class Collaborate Ultraでは、各セッションで個人を特定するための一意のセッションリ
ンクが生成されます。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のみ有効です。このリンクを使用して、セッ

ションに参加しなおしたり、他のユーザとリンクを共有することはできません。セッ

ションリンクは、5分後に期限切れとなります。



所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。詳細については、「Collaborateテレカンファレンスによる参加」を参照してくださ
い。

1. スケジューラから、参加したいセッションを選択します。

2. [セッションに参加]を選択します。

セッションの作成
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。



グループセッション
グループセッションによって、クリティカルシンキング、問題解決、適応性、およびコ

ミュニケーション能力が向上します。グループセッションを設定する方法はさまざまで

す。

● ブレークアウトグループ :セッション中に一時的なグループコラボレーションを

行うには、ブレークアウトグループを使用します。

● 複数のセッション : 複数のセッションを作成します。学生がバーチャルのスタ
ディルームとして使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たと

えば、異なるグループが参加できるよう複数のセッションを作成することができ

ます。

● コースグループツール : 長期間のグループ作業の場合は、コース内にグループを
作成し、Collaborateセッションへのアクセス権を付与します。

出席者の招待
セッションを選択して、セッションの詳細を開きます。セッション参加またはセッショ

ン共有のために必要な情報が、セッション名のすぐ後ろに表示されます。 
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。

ゲストリンク
ゲストリンクは、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。

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。詳細に

ついては、「セッションのセキュリティ」を参照してください。

ゲストアクセスはデフォルトでオフの設定になっています。ゲストアクセスを有効にす

るには、[ゲストアクセス]チェックボックスをオンにします。 
ゲストリンクをコピーして、学生やその他のゲストに送信します。

セッションリンクは長くても構いません。送信時には短縮できます。TinyURLTMやBitly
などのURL短縮サービスを利用して、セッションの短いエイリアスを作成します。



このリンクから参加した人はすべて同じゲストロールで参加します。ゲストが、参加

者、プレゼンタ、モデレータのいずれとして参加するかを決定します。

どのように権限を設定すればよいかわからない場合でも、心配はいりません。権限は

ミーティング中でも設定できます。

ゲストをモデレータに指名する前に、さまざまな役割を理解してください。すべてのモ

デレータがセッションを完全にコントロールできます。

ロールおよび権限に関する詳細

招待メール
学習管理システム (LMS)と統合されたCollaborateを使用していない場合は、個人招待
メールを送信します。 
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。代わりにゲストリンクを送信します。

モデレータとして招待された人は、セッションを完全にコントロールできます。またモ

デレータには、記録を見るためのリンクがメールで送信されます。

1. [招待メール]から[招待メールのオプション]メニューを選択します。

2. [招待者を追加]を選択します。

3. 出席者の氏名とEメールアドレスを入力します。

4. 出席者に割り当てるロールを選択します。

5. [セッションに追加]を選択します。



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。

招待Eメール
Collaborateは、出席者がセッションに参加するために必要なすべての情報を記載した個
人招待メールを送信します。この中には、出席者のみが使用可能な一意のセッションリ

ンクなどが含まれます。



● セッション情報

● 参加するための一意のセッションリンク

2人の人が同じ招待リンクを使用することはできません。リンクは招待される出
席者ごとに固有です。

● ダイヤルイン情報 (利用可能な場合)

セッションの名前が、出席者にセッションの目的を明確に伝えるものであることを確認

します。

出席者に招待メールが届かなかった場合や、出席者が紛失した場合には、招待メールを

再送信できます。また、招待した出席者を削除することもできます。削除された出席者

は、一意のリンクから参加できなくなります。ゲストリンクを使用すれば、引き続き参

加できます。

招待メールは編集できません。Eメールアドレスなど、招待メールで何らかの変更が必
要な場合は、招待メールを削除し、新しく作成してください。 
登録済みユーザに招待メールを送信する場合は、Collaborateのユーザアカウントを持つ
者が[登録済みユーザの検索]を選択します。
 

招待メールを削除する
[招待メール]パネルから、セッション内の個人または全員の招待メールを削除すること
ができます。

● 個人 :招待を取り消す出席者を見つけて、[招待メールを削除]を選択します。

● 全員 : [招待メールのオプション]を開いて、[すべての招待メールを削除]を選択し

ます。





Blackboard Learnでセッションをスケジュー
ルする

Class Collaborateへのアクセス

お使いの画面表示と異なる場合自分のコースからClass Collaborateの検索に関する「
Ultra」のヘルプへジャンプします。
管理者はClass Collaborate with the Ultra experienceをBlackboard Learnコースに追加するこ
とができます。Class Collaborateは、[コースツール]にあります。
専用コースルームと、新しいセッションを希望するだけスケジュールできる機能の両方

を利用できます。



セッションのフィルタリングと検索
今後発生するすべてのセッション、過去に発生したすべてのセッション、および日付範

囲内のセッションごとに、表示されるセッションのリストをフィルタリングできます。

フィルタを使用して、探しているセッションを見つけます。

探しているセッションの名前がわかる場合は、[セッションの検索]を選択してセッショ
ン名を入力します。



セッションに参加する
Class Collaborate Ultraでは、各セッションで個人を特定するための一意のセッションリ
ンクが生成されます。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のみ有効です。このリンクを使用して、セッ

ションに参加しなおしたり、他のユーザとリンクを共有することはできません。セッ

ションリンクは、5分後に期限切れとなります。
所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。詳細については、「Collaborateテレカンファレンスによる参加」を参照してくださ
い。

1. スケジューラから、参加したいセッションを選択します。

2. [セッションに参加]を選択します。



セッション中にコースを表示する
Collaborateのセッションは、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
はタブで開きます。セッション中にコースコンテンツを表示する場合は、コースタブま

たはコースウィンドウに移動します。

コースルーム
コースルームは、自分のコース専用のオープンなセッションです。

これにより、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。また、自分とその受講者が、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。

Class Collaborateがコースのどこにあるか不明な場合は、「セッションに参加する」を
参照して、LMSを選択します。
セッション名または[セッションのオプション]メニューを選択してセッションに参加し
ます。パネルが開き、セッションに参加するために必要な情報が表示されます。

● お使いのアカウントに関連付けられた[セッションに参加]リンク。このリンクを

選択してセッションを開きます。各リンクは、各セッションとセッション内の

ユーザによって異なります。つまり、リンクはそのセッションについてのみ有効

です。このリンクを使用して、セッションに参加しなおしたり、他のユーザとリ

ンクを共有することはできません。セッションリンクは、5分後に期限切れとな

ります。

● ダイヤルイン情報 (利用可能な場合)

専用のコースルームをオフにする
オープンなコースルームセッションを学生に対して非表示または参加不可にしたい場合

には、オフに設定することができます。

1. コースルームの[詳細]メニューを開きます。



2. [コースルームをロック]を選択します。

コースルームが無効になっていると、教員も含め、誰も参加できません。 

コースルームが表示されない、あるいは開けない場合は、担当の管理者がオフに設定し

ています。

自分がいなくても、学生だけでルームを使用することがで

きますか？
はい。ルームは管理者がオフにするまでオンの状態です。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。

コースルームを持っている場合に新しいセッションを作成

する理由とは何ですか？
コースルームを持つ場合、スケジュール設定されたセッションを作成する理由はたくさ

んあります。ここに2つの例があります。
● 監督されたセッション : コースルームがロック解除されると、いつでも誰でも
セッションに参加できます。学生は教員がいなくてもセッションに参加できま

す。学生を監督されていないセッションに参加させたくない場合は、コースルー

ムをロックし、スケジュール設定されたセッションを作成します。

● 同時に実行される複数のセッション : 学生がバーチャルのスタディルームとして
使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たとえば複数のセッ

ションを作成して異なるグループが参加できるようにすることができます。



セッションの作成と編集
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。

お使いの画面表示と異なる場合セッションの追加に関する「Ultra」のヘルプにジャン
プします。



Class Collaborate Ultraツールを使用している場合には、Class Collaborateをコースコンテ
ンツに直接追加できます。

1. コンテンツエリアから、[ツール]と[その他のツール]を選択します。

2. Class Collaborate Ultraを選択します。デフォルトでは、リンク名はClass

Collaborate Ultraです。

Class Collaborateをコースコンテンツに追加する場合には、特定のセッションで
はなく、ツールにリンクされます。これにより、学生に参加してほしいセッショ

ンを学生が見つけやすくなります。リンク名またはコンテンツエディタで、セッ

ション名を通知します。

3. ［送信］を選択します。

Class Collaborateツールを使用している場合には、[コースツール]の[Class Collaborate]に
移動します。コースにセッションを追加するには、[コースへのリンクを追加]で日付設
定オプションを使用します。コンテンツエリアにセッションを表示する日付と時間を選

択します。

自分のセッションのリマインダを追加して、全員が確認できるようにします。詳細につ

いては、「リマインダの設定」を参照してください。

グループセッション
グループセッションによって、クリティカルシンキング、問題解決、適応性、およびコ

ミュニケーション能力が向上します。グループセッションを設定する方法はさまざまで

す。

● ブレークアウトグループ :セッション中に一時的なグループコラボレーションを

行うには、ブレークアウトグループを使用します。

● 複数のセッション : 複数のセッションを作成します。学生がバーチャルのスタ
ディルームとして使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たと

えば、異なるグループが参加できるよう複数のセッションを作成することができ

ます。

● コースグループツール : 長期間のグループ作業の場合は、コース内にグループを
作成し、Collaborateセッションへのアクセス権を付与します。

Blackboard Learnコースでのグループ作成に関する詳細

セッション履歴を表示
お使いの画面表示と異なる場合記録の表示に関する「Ultra」のヘルプにジャンプしま
す。

学生が必要な時にいつでもプレゼンテーションにアクセスできるよう、セッションを記

録できます。



記録されたセッションはMP4として保存されます。記録には、音声、共有コンテンツ、
またはアクティブな発言者の動画、ライブセッション中に入力された字幕が含まれま

す。

ユーザが記録をダウンロードできるようにするには、セッションの記録のダウンロード

をセッションごとに許可する必要があります。セッションの[セッションの設定]を開
き、[記録のダウンロードを許可する]をチェックします。ダウンロードが許可されてい
れば、このセッションで作成されたすべての記録がダウンロード可能です。

● Class Collaborate Ultraツールで、ツールメニューを選択します。[記録]を選択し

て、全記録のリストを表示します。

● Class Collaborateツールでは、記録はコースルームの下に一覧表示されます。
セッションの記録の詳細

出欠記録
出欠情報をコースと共有する機能は、Blackboard Learnでのみ利用できます。Blackboard
Learnを持っていない場合は、引き続き、セッション出欠レポートに出欠情報を表示で
きます。

Collaborateが出欠を取ります。出欠を手動で追跡せずに、Blackboard Learnコースから
Collaborateセッションをホストします。
出欠レポートはデフォルトでオフになっています。出欠を追跡するセッションごとに出

欠レポートをオンにする必要があります。

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

内で出席を追跡することはできません。

1. セッションを作成または編集し、[LMSと出欠の情報を共有する]チェックボック

スを選択して出欠レポートをオンにします。

2. 必要に応じて、遅刻、欠席、セッションの所要時間に関するしきい値を変更しま

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6～20分遅れてセッションに参加した場合、遅刻となります。

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、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21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。

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、予定されたセッション実行時間の半分以上に参加することで、出席

とみなされます。

3. ［保存］を選択します。





設定した基準に基づいて、Collaborateは学生のセッションへの出席、遅刻、欠席を追跡
します。その後、Collaborateは情報を直接Blackboard Learnコースの[出欠]ページに送信
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。

Blackboard Learnコースでの出欠に関する詳細

ULTRA : Class Collaborateへのアクセス
お使いの画面表示と異なる場合Class Collaborateへのアクセスに関する「Original」のヘ
ルプにジャンプします。

管理者はClass Collaborate with the Ultra experienceをBlackboard Learnコースに追加するこ
とができます。コースの[詳細&操作]に[Class Collaborate]があります。[Class Collaborate]
の横で、[Collaborateの詳細オプション]メニューを開きます。
このメニューから、コースルームのゲストリンクの取得、コースルーム設定の編集、

コースルーム出欠レポートの表示、コースルームの無効化が可能です。

また、スケジュールされたすべてのセッションの表示、および記録の観察も可能です。



Collaborateは、学生がコースを利用できる場合にのみ表示されます。Class Collaborate
が表示されない場合、学生がコースを利用できるようにする必要があります。詳細につ

いては、所属教育機関の管理者にお問い合わせください。



ULTRA :セッションに参加する
Class Collaborate Ultraでは、各セッションで個人を特定するための一意のセッションリ
ンクが生成されます。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のみ有効です。このリンクを使用して、セッ

ションに参加しなおしたり、他のユーザとリンクを共有することはできません。セッ

ションリンクは、5分後に期限切れとなります。
所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。詳細については、「 Collaborateテレカンファレンスによる参加」を参照してくださ
い。

1. コースの[詳細&操作]で、[セッションに参加]を選択します。

2. 参加したいセッションを選択します。

ULTRA :コースルーム



お使いの画面表示と異なる場合Class Collaborateへのアクセスに関する「Original」のヘ
ルプにジャンプします。

コースルームは、自分のコース専用のオープンなCollaborateセッションです。これによ
り、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。ま
た、自分とその受講者が、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。

専用コースルームはデフォルトでオンの設定になっています。Collaborateカメラアイコ
ンは紫色で表示され、Collaborateルームにアクティブな学生がいる場合に教員と他の
コースメンバに表示されます。

セッションに参加するには、[セッションに参加 ]、[コースルーム]の順に選択します。
これにより、セッションで個人を特定するための固有のリンクが生成されます。

各リンクは、各セッションとセッション内のユーザによって異なります。つまり、リン

クはそのセッションについてのみ有効です。このリンクを使用して、セッションに参加

しなおしたり、他のユーザとリンクを共有することはできません。セッションリンク

は、5分後に期限切れとなります。



ULTRA :コースルームをオフにする
お使いの画面表示と異なる場合コースルームのオフに関する「Original」のヘルプに
ジャンプします。

コースルームを無効にするには、[Collaborateの詳細オプション]メニューを開きます。
[コースルームを無効にする]を選択すると、学生やその他のコースメンバーがアクセス
できなくなります。[セッションに参加]リンクは、[ルームが無効]に変わります。コー
スルームはメニューから再び有効にできます。

ULTRA :コースコンテンツにセッションを追加する
お使いの画面表示と異なる場合セッションのスケジュール設定に関する「Original」の
ヘルプにジャンプします。

1. [Collaborateの詳細オプション]メニューから、[すべてのセッションを管理]を選

択します。

2. 必要なセッションを見つけて、[セッションのオプション]メニューを開きます。

3. セッションのゲストリンクをコピーします。

4. コースコンテンツから[追加]を選択します。

5. [作成]、[リンク]の順に選択します。

6. リンクに名前を付け、セッションリンクを[リンクURL]フィールドに貼り付けま

す。

7. [保存]を選択します。



ULTRA :セッション履歴を表示
お使いの画面表示と異なる場合記録の表示に関する「Original」のヘルプにジャンプし
ます。

セッション記録はメニューから見つけることができます。 [Collaborateの詳細オプショ
ン]メニューを開いて、[すべての記録を表示]を選択します。





LTIコースでのセッションスケジュール設定
クラスで学生とライブでつながることができます。

Class Collaborateに初めてアクセスすると、Ultraユーザエクスペリエンスでのセッショ
ンスケジュール設定と記録表示の直観的なデザインを目にすることになります。当社で

はこれをCollaborateスケジューラと呼んでいます。
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。あるいは、URLリンクから直接利用することもできます。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。
セッションの日付を設定し、開始および終了時刻を指定して、該当セッションの見つけ

方を学生に伝えます。

スケジューラまたはセッションリストには、以下のものが含まれています。

● コースルーム :ページの最初に表示されるのがコースルームです。コースルーム

は、自分のコース専用のオープンなセッションです。

コース内からCollaborateに移動した場合にのみ利用できます。
● セッションの作成 :セッションを新規に作成します。作成するセッションは、

コースルームの後に、[セッションの作成]ボタンをクリックすると表示されま

す。 

● セッションのオプション : [セッションのオプション]メニューを開き、セッショ

ンに参加、セッションを編集または削除します。ゲストリンクをコピーし、この

セッションのレポートを表示することもできます。

● メニュー :メニューを開き、セッションのリストとセッションの記録のリストを

切り替えます。



セッションのフィルタリングと検索
今後発生するすべてのセッション、過去に発生したすべてのセッション、および日付範

囲内のセッションごとに、表示されるセッションのリストをフィルタリングできます。

フィルタを使用して、探しているセッションを見つけます。

探しているセッションの名前がわかる場合は、[セッションの検索]を選択してセッショ
ン名を入力します。



セッションに参加する
Class Collaborate Ultraでは、各セッションで個人を特定するための一意のセッションリ
ンクが生成されます。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のみ有効です。このリンクを使用して、セッ

ションに参加しなおしたり、他のユーザとリンクを共有することはできません。セッ

ションリンクは、5分後に期限切れとなります。
所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。詳細については、「Collaborateテレカンファレンスによる参加」を参照してくださ
い。

1. スケジューラから、参加したいセッションを選択します。

2. [セッションに参加]を選択します。

Collaborateがコースのどこにあるか不明な場合は、所属する教育機関の管理者にお問
い合わせください。



コースルーム
コースルームは、自分のコース専用のオープンなセッションです。

これにより、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。また、自分とその受講者が、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。

Class Collaborateがコースのどこにあるか不明な場合は、「セッションに参加する」を
参照して、LMSを選択します。
セッション名または[セッションのオプション]メニューを選択してセッションに参加し
ます。パネルが開き、セッションに参加するために必要な情報が表示されます。

● お使いのアカウントに関連付けられた[セッションに参加]リンク。このリンクを

選択してセッションを開きます。各リンクは、各セッションとセッション内の

ユーザによって異なります。つまり、リンクはそのセッションについてのみ有効

です。このリンクを使用して、セッションに参加しなおしたり、他のユーザとリ

ンクを共有することはできません。セッションリンクは、5分後に期限切れとな

ります。

● ダイヤルイン情報 (利用可能な場合)

専用のコースルームをオフにする
オープンなコースルームセッションを学生に対して非表示または参加不可にしたい場合

には、オフに設定することができます。

1. コースルームの[詳細]メニューを開きます。

2. [コースルームをロック]を選択します。

コースルームが無効になっていると、教員も含め、誰も参加できません。 



コースルームが表示されない、あるいは開けない場合は、担当の管理者がオフに設定し

ています。

自分がいなくても、学生だけでルームを使用することがで

きますか？
はい。ルームは管理者がオフにするまでオンの状態です。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。

コースルームを持っている場合に新しいセッションを作成

する理由とは何ですか？
コースルームを持つ場合、スケジュール設定されたセッションを作成する理由はたくさ

んあります。ここに2つの例があります。
● 監督されたセッション : コースルームがロック解除されると、いつでも誰でも
セッションに参加できます。学生は教員がいなくてもセッションに参加できま

す。学生を監督されていないセッションに参加させたくない場合は、コースルー

ムをロックし、スケジュール設定されたセッションを作成します。

● 同時に実行される複数のセッション : 学生がバーチャルのスタディルームとして
使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たとえば複数のセッ

ションを作成して異なるグループが参加できるようにすることができます。

セッションの作成



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。



グループセッション
グループセッションによって、クリティカルシンキング、問題解決、適応性、およびコ

ミュニケーション能力が向上します。グループセッションを設定する方法はさまざまで

す。

● ブレークアウトグループ :セッション中に一時的なグループコラボレーションを

行うには、ブレークアウトグループを使用します。

● 複数のセッション : 複数のセッションを作成します。学生がバーチャルのスタ
ディルームとして使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たと

えば、異なるグループが参加できるよう複数のセッションを作成することができ

ます。

● コースグループツール : 長期間のグループ作業の場合は、コース内にグループを
作成し、Collaborateセッションへのアクセス権を付与します。

出席者の招待
コースに登録した学生は、セッションが利用可能になると自動的にセッションへのアク

セス権が与えられます。学生にプレゼンタまたはモデレータとして参加してもらう場合

を除き、 [セッションの設定]の[既定の参加者ロール]を[参加者]に設定することをお勧
めします。

学生は新しいセッションに気付かない場合があります。参加する時期とその方法を必ず

伝えるようにしてください。

Collaborateテレカンファレンス
所属教育機関からの許可がある場合には、他のユーザと電話通信を行うことができま

す。

Blackboard StudentまたはBlackboard Instructorアプリを使用してセッションに参加してい
るモバイルデバイスユーザは、セッション時にコミュニケーションをとるためのアプリ

の音声と同時に、テレカンファレンスのダイヤルインを使用することはできません。

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。



Collaborateセッションにダイヤルインで参加する方法は複数あります。
● セッションから : ブラウザでセッションに参加しており、電話を音声として使用
する場合は、[セッション]メニューを開き、[電話を音声として使用する]を選択

します。リストの電話番号を選択し、一時的なPIN (個人識別番号)を入力しま

す。

iPhonesでは、PINが自動的に入力されます。最初に書き留める必要はありませ
ん。

このPINを使用すると、セッション内に自分自身が表示されます。このPINは個
人アカウントに関連付けられています。自分のPINは誰にも教えないでくださ
い。

● セッションのリストから : 参加するセッションの名前を選択します。メニューか
ら、匿名のダイヤルイン番号の情報を選択します。デバイスが電話でセッション

に参加します。あなたは、セッション内で匿名の発信者として他の出席者に表示

されます。 



● 送信されたダイヤルイン情報から : その番号に電話をかけ、あなた宛てに送信さ
れた匿名のダイヤルインのPINを入力します。あなたは、セッション内で匿名の

発信者として他の出席者に表示されます。 

提供されている電話番号とは別の番号が必要な場合は、国際テレコン番号にジャンプし

ます。

電話のミュートとミュート解除
デバイスのキーバッドで*6を選択して、電話をミュートおよびミュート解除します。
この機能は、モデレータがあなたまたはセッションの出席者全員をミュートする場合に

のみ有効です。*6を選択すると、自分の声が聞こえます。

セッション中に電話を音声として使用
ブラウザでCollaborateセッションに参加している場合は、電話を音声として使用できま
す。

ブラウザ上で参加せず、セッションに電話で参加する場合は、「匿名のダイヤルイン番

号」を参照してください。

[セッション]メニューを開き、[電話を音声として使用する]を選択します。リストの電
話番号を呼び出し、一時的なPIN (個人識別番号)を入力します。iPhoneユーザは、PIN
が自動的に入力されるため、PINをコピーする必要はありません。



この一時的なPINは個人アカウントに関連付けられています。これにより、セッション
での個人の特定が容易になります。このPINを入力すると、電話の音声が自分のプロ
フィール画像に関連付けられます。そのため、発言者の特定が可能になります。

自分のPINは誰にも教えないでください。PINは、現在のセッションで自分が使用する
場合にのみ有効です。他のセッションのPINを使用したり、他のユーザとPINを共有し
たりすることはできません。個人のPINはセッション終了時に失効します。
ブラウザでセッションを開いている限り、すべてのセッションツールにアクセスできま

す。マイクが電話に代わった状態になります。[出席者]パネルでは、自分の名前の横に
電話アイコンが表示されます。

最初に電話をかけたときはミュートされません。全員があなたの声を直ちに聞くことが

できます。電話アイコンを選択して、ブラウザの音声のオン/オフを切り替えます。
キーボードの場合、[Alt+M]キーを押して電話のマイクのオン/オフを切り替えます。電
話のミュートも使えます。声を聞かせたい場合には、ブラウザで音声がオンになってい

ることを確認してください。また、モデレータはセッション中いつでも、出席者を

ミュートすることができます。モデレータがあなたをミュートすると、そのことが通知

されます。

ダイヤルイン後にブラウザを閉じても、セッションと会話を引き続き聞くことができま

す。ブラウザでセッションを開いていない場合は、チャットも共有もできません。

電話を切った場合にどうなりますか？

セッションを退出せずに電話を切っても、セッションへの接続は維持されています。電

話は切られています。ブラウザでもセッションを開いている場合、インターネット経由

で声を聞き、話すことができます。

ブラウザを閉じた場合にどうなりますか？

ブラウザを閉じても、電話は引き続きつながっています。その後も電話でセッションと

会話を聞くことができます。ブラウザでセッションを開いていない場合は、チャットも

共有もできません。

あなたは、[出席者]パネルで電話のみとして表示されます。これは、その他の出席者が
あなたと個人的にチャットできないことを意味します。



自分の電話を使用している場合でも、動画を共有できますか？

はい。ブラウザが開いていれば、セッションで利用されるすべてのツールにアクセス可

能です。モデレータ権限などがある場合には、動画の共有、チャットへの参加、コンテ

ンツの共有も可能です。

[電話を音声として使用する]を選択すると、番号を取得できません。なぜでしょうか？
電話でセッションに加わることができるのは最大25名までです。この最大出席者数に達
すると、以降の出席者には電話番号が付与されなくなります。

匿名のダイヤルイン番号
匿名のダイヤルイン番号を使用すれば、電話だけでセッションに参加できます。ブラウ

ザでセッションに参加する必要はありません。

誰もが、同じ 匿名のダイヤルイン番号を使用できます。匿名のダイヤルイン番号を使
用すると、電話はアカウントまたはセッションのプロフィール画像と関連付けられませ

ん。このセッションでは、匿名の発信者として他の出席者に表示されます。

これは、モデレータのセッション出欠レポートで出欠が追跡されないということでもあ

ります。匿名のダイヤルイン番号 を使用すると、Collaborateはあなたが誰であるかを特
定できず、追跡することができません。



セッション内の自分のプロフィール画像および動画に音声を関連付けたい場合は、

「セッション中に電話を音声として使用」を参照してください。

匿名のダイヤルイン番号とともに、チャットなどのセッションツールを使用できます

か？

セッションツールを使用するには、ブラウザからセッションに参加する必要がありま

す。

匿名のダイヤルイン番号を使用してブラウザでセッションに参加する場合は、セッショ

ンに2回表示されます。1回目は匿名の発信者として表示され、2回目はブラウザでセッ
ションに参加したときに使用した名前で表示されます。

誰もが、同じ 匿名のダイヤルイン番号を使用できるため、電話はアカウントまたは
セッションのプロフィール画像と関連付けられません。セッション内の自分のプロ

フィール画像および動画に音声を関連付けたい場合は、「セッション中に電話を音声と

して使用」を参照してください。

匿名のダイヤルイン番号が機能しないのはなぜですか？

匿名のダイヤルイン番号で電話参加できない理由は2つあります。
● テレカンファレンスサービスがいっぱいです。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。この場合は、ブラウザからセッションに参加する必要が

あります。

● セッションにあなた1人しかいません。電話でセッションに参加する前に、Web

ブラウザでセッションに参加している出席者が最低でも1人は必要です。電話参

加できない場合は、2、3分待ってから再度試してください。



セッションを退出
セッションにダイヤルインしているときに退出する場合は、電話を切ってセッションか

ら切断します。電話を切ると、通話時間や長距離通話料金は停止します。

ブラウザでもセッションを開いている場合、セッションは持続しますが電話は切られま

す。[セッションから退出]を選択するか、ブラウザのタブを閉じると、ブラウザのセッ
ションから退出できます。

電話を切る前に[セッションから退出]を選択するとどうなりますか？
ブラウザで[セッションから退出]を選択すると、電話が自動的にセッションから切断さ
れます。音声は完全に切断されます。あとは、電話を切るだけです。

匿名のダイヤルイン番号を使用している場合、セッションを切断するには電話を切る必

要があります。

匿名のダイヤルイン番号をオフにできますか？

出席者に電話でのセッションへの参加を許可すると、匿名ダイヤルイン番号はデフォル

トでオンになります。管理者はClass Collaborate & Support (英語版のみ)上でオフにする
リクエストを送信できます。

匿名のダイヤルイン番号をオフにするリクエストは、単一のセッションだけでなく、ロ

グイングループ全体に適用されます。

出席者に電話での参加を許可する
セッションを作成または編集するとき、[セッションの設定]から、出席者に対して電話
での参加を許可することができます。Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。
[セッションの設定]および[電話によるセッションへの参加をユーザに許可する]を選択
します。

テレカンファレンスサービス
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。

テレカンファレンス用の電話番号
テレカンファレンス用の電話番号は、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。

欧州のデータセンターまたはオーストラリアのデータセンターをホストとする

Collaborateを利用する管理者は、これらの番号のうち１つをCollaborateログイングルー
プ用のデフォルト番号として要求できます。要求することで、ログイングループに関連

付けられているすべてのセッション用の代替番号が表示されます。Class Collaborate &
Supportでリクエストを送信します (英語のみ)。
Collaborateセッション内に表示されるものと異なる番号が必要な場合は、これらの代替
番号のいずれかを代わりに使用してください。

ユーザのPIN (個人識別番号)は変わりません。セッションで提供された新しい番号の
PINを使用してください。
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。

オーストラリアのデータセンターの電話番号

国 地域/都市 番号

オーストラリア

シドニー

オーストラリアのデータセンターのデフォルトの

電話番号

+61 2 8520
1004

オーストラリア アデレード
+61 8 7100
1859

オーストラリア ブリスベン
+61 7 3188
2549

オーストラリア ダーウィン
+61 8 7905
7043

オーストラリア メルボルン
+61 3 8362
3382

オーストラリア パース
+61 8 6225
2653



中国 北京
+86 10
5822-4426

日本 東京
+81
3-4540-0931

シンガポール 域内 +65 3163 8037

韓国 域内
+82 70 4784
4326

ニュージーラン

ド
オークランド +64 9 801 0547

欧州データセンターの電話番号

国 地域/都市 番号

英国
域内

欧州のデータセンターのデフォルトの電話番号

+44 20 33189610

フィンランド 域内
+358 75 325 25
47

フランス 域内 +33 9 77 55 44 57

ドイツ 域内 +49 6980 883466

イタリア 域内 +39 0694807509

オランダ 域内 +31 85 2084955



スペイン 域内 +34 911 235 756

スウェーデン 域内 +46 108 887 439

米国のデータセンターの電話番号

国 地域/都市 番号

米国
バージニア

米国のデータセンターのデフォルトの電話番号

(571)
392-7650

米国 米国 (サンフランシスコ)
(415)
343-7693

カナダのデータセンターの電話番号

国 地域/都市 番号

カナダ
US (バージニア)

カナダのデータセンターのデフォルトの電話番号

(571)
392-7651

カナダ アルバータ
(587)
570-5603

カナダ ブリティッシュコロンビア
(236)
200-5296

カナダ マニトバ
(431)
244-0321



カナダ ニューブランズウィック
(506)
305-5847

カナダ ニューファンドランド&ラブラドール
(709)
200-0495

カナダ ノースウェストテリトリーズ、ヌナブト、ユーコン
(867)
988-1610

カナダ ノースウェストテリトリーズ、ヌナブト、ユーコン
(867)
991-0047

カナダ ノバスコシア、PEI
(782)
201-0210

カナダ ノバスコシア、PEI
(782)
823-4261

カナダ オンタリオ
(226)
408-5317

カナダ ケベック
(418)
887-0212

カナダ サスカチュワン
(639)
299-0694



Blackboard InstructorのCollaborate
Blackboard Instructorアプリを持っていない場合は、Blackboard Instructorアプリのヘル
プを参照してください。

コース内でリンクが提供されている場合、Blackboard InstructorアプリからClass
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。

Collaborateは、以下のデバイスおよびブラウザでサポートされています。

● Android : Chromeブラウザ
● iOS 11+ : Safariブラウザ

Collaborate Ultraは同期式のWeb会議ソリューションで、高品質でバーチャルな授業や会
議を行うことができます。教員は、クラスとやり取りしながら、ファイルや動画を共有

できます。セッションに参加するのに追加のインストールは必要ありません。

Collaborateの元のユーザエクスペリエンスは、モバイルブラウザではサポートされてい
ません。

自動のアプリ更新を受信していない場合は、今すぐ更新してCollaborateセッションへの
リンクが意図したとおりに機能することを確認してください。CollaborateはBlackboard
Instructor 2.8.3で更新されました。

コースからのセッション参加

Collaborate Ultraセッションはアプリのコース内に一覧表示されています。コースにアク
セスし、[コース教材]の[Collaborate]をタップして、セッションを選択します。



● [コースルーム]がCollaborate Ultraでのデフォルトセッションです。このルームを
教員が無効にしている場合、アプリで[ロックされています]と表示されます。

● 利用可能なセッションをタップすると、デバイスのモバイルブラウザでそのセッ

ションが起動します。セッションにはモデレータとして参加します。

● Collaborateから、デバイスのカメラとマイクの使用許可を求められる場合があり
ます。セッションを続行するには、アクセスを許可します。

● 繰り返しセッションは、各回が表示されます。

可能であれば、セッションに早めに参加して、詳細情報を取得してください。

リンクからのセッション参加

Collaborate Ultraセッションに参加するのに、コースへの登録は必要ありません。セッ
ションへのリンクがあれば、準備完了です。モバイルデバイスでリンクにアクセスして

タップするだけで、セッションがモバイルWebブラウザで起動します。

リンクからセッションに参加する



Collaborateのライブセッションまたは記録されたセッ
ションを表示する

CollaborateのライブセッションにUltraコースビューのライブセッション通知をタップし
て参加できるようになりました。Blackboard Instructorアプリの中では記録された
Collaborateセッションもすべてアクセスできます。Collaborateの記録を表示する方法

● Ultraコースビュー内で[Collaborate]をタップします
● [記録の表示]をタップします

ライブセッションの通知や記録されたCollaborateセッションは、Ultraコースのみご利
用いただけます。最低でもLearn version 3900.12.0が必要です。

Collaborateの機能



Class Collaborateはリアルタイムの動画会議ツールで、次のような機能を備えていま
す。



● ファイルの追加

● アプリケーションの共有

● バーチャルホワイトボード

● チャット

● アンケート

● ブレークアウトグループ

Collaborate機能の詳細はこちら



セッションのスケジュール

出席者とライブでつながることができます。

Class Collaborateに初めてアクセスすると、Ultraユーザエクスペリエンスでのセッショ
ンスケジュール設定と記録表示の直観的なデザインを目にすることになります。当社で

はこれをCollaborateスケジューラと呼んでいます。

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。あるいは、URLリンクから直接利用することもできます。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。

セッションの日付を設定し、開始および終了時刻を指定して、該当セッションの見つけ

方を学生に伝えます。

スケジューラまたはセッションリストには、以下のものが含まれています。

● コースルーム :ページの最初に表示されるのがコースルームです。コースルーム
は、自分のコース専用のオープンなセッションです。

コース内からCollaborateに移動した場合にのみ利用できます。

● セッションの作成 :セッションを新規に作成します。作成するセッションは、
コースルームの後に、[セッションの作成]ボタンをクリックすると表示されま
す。 

● セッションのオプション : [セッションのオプション]メニューを開き、セッショ
ンに参加、セッションを編集または削除します。ゲストリンクをコピーし、この

セッションのレポートを表示することもできます。

● メニュー :メニューを開き、セッションのリストとセッションの記録のリストを
切り替えます。

コースルーム



セッションの作成と編集

出席者の招待

セッションの設定
Chime



コースルーム

コースルームは、自分のコース専用のオープンなセッションです。

これにより、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。また、自分とその受講者が、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。

Class Collaborateがコースのどこにあるか不明な場合は、「セッションに参加する」を
参照して、LMSを選択します。

セッション名または[セッションのオプション]メニューを選択してセッションに参加し
ます。パネルが開き、セッションに参加するために必要な情報が表示されます。

● お使いのアカウントに関連付けられた[セッションに参加]リンク。このリンクを
選択してセッションを開きます。各リンクは、各セッションとセッション内の

ユーザによって異なります。つまり、リンクはそのセッションについてのみ有効

です。このリンクを使用して、セッションに参加しなおしたり、他のユーザとリ

ンクを共有することはできません。セッションリンクは、5分後に期限切れとな
ります。

● ダイヤルイン情報 (利用可能な場合)

専用のコースルームをオフにする

オープンなコースルームセッションを学生に対して非表示または参加不可にしたい場合

には、オフに設定することができます。



1. コースルームの[詳細]メニューを開きます。
2. [コースルームをロック]を選択します。

コースルームが無効になっていると、教員も含め、誰も参加できません。 

コースルームが表示されない、あるいは開けない場合は、担当の管理者がオフに設定し

ています。

自分がいなくても、学生だけでルームを使用することがで

きますか？

はい。ルームは管理者がオフにするまでオンの状態です。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。

コースルームを持っている場合に新しいセッションを作成

する理由とは何ですか？

コースルームを持つ場合、スケジュール設定されたセッションを作成する理由はたくさ

んあります。ここに2つの例があります。



● 監督されたセッション : コースルームがロック解除されると、いつでも誰でも
セッションに参加できます。学生は教員がいなくてもセッションに参加できま

す。学生を監督されていないセッションに参加させたくない場合は、コースルー

ムをロックし、スケジュール設定されたセッションを作成します。

● 同時に実行される複数のセッション : 学生がバーチャルのスタディルームとして
使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たとえば複数のセッ

ションを作成して異なるグループが参加できるようにすることができます。



セッションの作成と編集

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。



グループセッション
グループセッションによって、クリティカルシンキング、問題解決、適応性、およびコ

ミュニケーション能力が向上します。グループセッションを設定する方法はさまざまで

す。

● ブレークアウトグループ :セッション中に一時的なグループコラボレーションを

行うには、ブレークアウトグループを使用します。

● 複数のセッション : 複数のセッションを作成します。学生がバーチャルのスタ
ディルームとして使えるように複数のセッションを同時に実行したい場合、たと

えば、異なるグループが参加できるよう複数のセッションを作成することができ

ます。

● コースグループツール : 長期間のグループ作業の場合は、コース内にグループを
作成し、Collaborateセッションへのアクセス権を付与します。



自分のセッションに出席者を招待する

セッションを選択して、セッションの詳細を開きます。セッション参加またはセッショ

ン共有のために必要な情報が、セッション名のすぐ後ろに表示されます。 
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。

ゲストリンク
ゲストリンクは、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。

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。詳細に

ついては、「セッションのセキュリティ」を参照してください。

ゲストアクセスはデフォルトでオフの設定になっています。ゲストアクセスを有効にす

るには、[ゲストアクセス]チェックボックスをオンにします。 
ゲストリンクをコピーして、学生やその他のゲストに送信します。

セッションリンクは長くても構いません。送信時には短縮できます。TinyURLTMやBitly
などのURL短縮サービスを利用して、セッションの短いエイリアスを作成します。

このリンクから参加した人はすべて同じゲストロールで参加します。ゲストが、参加

者、プレゼンタ、モデレータのいずれとして参加するかを決定します。

どのように権限を設定すればよいかわからない場合でも、心配はいりません。権限は

ミーティング中でも設定できます。

ゲストをモデレータに指名する前に、さまざまな役割を理解してください。すべてのモ

デレータがセッションを完全にコントロールできます。

ロールおよび権限に関する詳細

招待メール



学習管理システム (LMS)と統合されたCollaborateを使用していない場合は、個人招待
メールを送信します。 
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。代わりにゲストリンクを送信します。

モデレータとして招待された人は、セッションを完全にコントロールできます。またモ

デレータには、記録を見るためのリンクがメールで送信されます。

1. [招待メール]から[招待メールのオプション]メニューを選択します。

2. [招待者を追加]を選択します。

3. 出席者の氏名とEメールアドレスを入力します。

4. 出席者に割り当てるロールを選択します。

5. [セッションに追加]を選択します。

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。

招待Eメール
Collaborateは、出席者がセッションに参加するために必要なすべての情報を記載した個
人招待メールを送信します。この中には、出席者のみが使用可能な一意のセッションリ

ンクなどが含まれます。



● セッション情報

● 参加するための一意のセッションリンク

2人の人が同じ招待リンクを使用することはできません。リンクは招待される出
席者ごとに固有です。

● ダイヤルイン情報 (利用可能な場合)

セッションの名前が、出席者にセッションの目的を明確に伝えるものであることを確認

します。

出席者に招待メールが届かなかった場合や、出席者が紛失した場合には、招待メールを

再送信できます。また、招待した出席者を削除することもできます。削除された出席者

は、一意のリンクから参加できなくなります。ゲストリンクを使用すれば、引き続き参

加できます。

招待メールは編集できません。Eメールアドレスなど、招待メールで何らかの変更が必
要な場合は、招待メールを削除し、新しく作成してください。 
登録済みユーザに招待メールを送信する場合は、Collaborateのユーザアカウントを持つ
者が[登録済みユーザの検索]を選択します。
 

招待メールを削除する
[招待メール]パネルから、セッション内の個人または全員の招待メールを削除すること
ができます。

● 個人 :招待を取り消す出席者を見つけて、[招待メールを削除]を選択します。

● 全員 : [招待メールのオプション]を開いて、[すべての招待メールを削除]を選択し

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

Watch a video about session settings
The following narrated video provides a visual and 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: Session settings shows you session settings that must be set before a session and settings
you can change during a session.
 

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。

ゲストアクセスの詳細

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

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

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。



大規模セッション
デフォルトでは、セッションでは250人までの出席者がサポートされています。最大500
人の出席者をサポートするようにセッションを設定できます。セッションの開始前に、

セッションの設定から、[250人以上の参加を許可する]を選択します。
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。



このオプションを使用すると、セッションを最大500人の参加者をサポートするウェビ
ナーにすることができます。ウェビナーモードでは一部の機能が利用できません。次の

ような機能はオフになっています。

● 動画 : 出席者は最大2つの動画を同時に表示できます。

● 参加者の権限 : 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せん。

モデレータは、セッション中にチャットをオンにすることができます。モデレー

タの権限は変更されません。

● ブレークアウトグループ : ブレークアウトグループは、ウェビナーモードでは利
用できません。



● セッションを終了予定時刻に閉じる :出席者は予定された終了時刻にセッション

から退去させられます。

参加者にチャットさせたい、または音声を使用させたい場合はどうすればよいですか？

1人の参加者に対して音声や動画の共有、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許可したい場合は、参加者をプレゼンタに昇格させてください。

出席者の管理の詳細

Chime

Chimeとは
AWS ChimeはAmazonによって作成されたクラウドメディアサービスで、企業がアプリ
ケーション内で使用することができます。Amazonは世界最大級のクラウドインフラス
トラクチャプロバイダであり、Collaborate Ultraとの統合によって、次のセッションでの
音声、動画、共有コンテンツのエクスペリエンスを高めることができます。

必要な操作次のセッションでChimeを使用するだけです。すぐにお使いいただけます。
これが、Chimeとの統合を決めて得られる利点の1つです。こうして音声と動画の問題
をAmazonのエンジニアに託し、Blackboardでは指導や学習で進むニーズに対するソ
リューションのサポートと作成に引き続き注力することができます。

Chimeと統合する理由
少し技術的な話になりますが、AWS ChimeをCollaborateと統合することに決めた理由を
お伝えしたいと思います。

Amazonは全世界に多数のデータセンターを所有しているため、Chimeベースの製品を
使用するセッションでは最も近いアクセスポイントへのアクセスが可能です。そのた

め、ほとんどの場合、別の国や大陸にあるサーバと通信する必要がありません。これに

よって、さらに高速で快適なエクスペリエンスが得られます。

ユーザの見地からは、Collaborate Ultraは何も変わらないままで、インターフェイスと機
能を通常どおり体験し続けることができます。

セッションでAWS Chimeの使用を開始する方法



次のセッションのスケジュールを設定する際にAWS Chimeオプションをアクティブ化
するか、すでに作成済みのセッションでオプションをアクティブ化するだけです。

新規セッションの場合

1. 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。

2. [セッションの設定]タブに移動し、新規セッションに必要な項目を設定します。

3. 下部の[マルチメディア]セクションに移動し、[音声と動画にAWS Chimeを使用す
る]を選択します。

4. [作成]を選択します。





 
作成済みのセッションの場合

1. スケジューラセッションリストから、設定するセッションを選択します。
2. [セッションの設定]タブに移動し、新規セッションに必要な項目を設定します。

3. 下部の[マルチメディア]セクションに移動し、[音声と動画にAWS Chimeを使用す
る]を選択します。

4. 現在サポートされていない項目はすべてオフにします。

5. [保存]を選択します。

Chimeが有効化されましたが、一部の設定はサポートされ
ていません。どうすればよいですか？
AWS Chimeを有効化すると、右上の[セッションの設定]タブで、色が赤に変わり数字が
表示される場合があります。これは、新規セッションを作成する前にいくつかの設定を

変更する必要があることを意味します。

Chimeで利用できない機能
● アンケート

● ブレークアウトグループ

● セッションの取り組みに関する詳細情報

● 電話のダイアルインによるセッションへの参加

● ポインタは記録に表示されません

● 大規模なセッション (参加者250人超)

● 現在、アクセシビリティ要件 (字幕など)のあるセッションの実施には適してい

ません

これらの機能を無効にしてセッションを作成します。





Collaborateは引き続きインターネットの接続に合わせて
動的に調整されますか？
はい、Collaborateはインターネットへ接続の品質の変化に合わせて引き続き調整されま
す。ご自身や別のユーザのネットワーク接続状況が悪い場合、動画の視聴や共有アプリ

ケーションを一時停止することもできます。ビデオカメラに線が引かれたアイコンが表

示され、一時的な接続障害により動画や共有コンテンツが影響を受けていることが示さ

れます。

動的調整に関する詳細



セッションの管理
セッションベストプラクティス

音声

コンテンツの共有

チャット

ブレークアウトグループ

アンケート

出席者の管理

ライブ字幕 (クローズドキャプション)
動画

記録

セッションの取り組みに関する詳細情報

その他の機能



セッションベストプラクティス

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
● 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。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。

ネットワーク接続問題のトラブルシューティングに関するその他のヘルプ

● 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。

● ヘッドフォンを使用します。背景の雑音を遮断し、ヘッドフォンを使用します。

● 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。

● 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。

スマートスケジュール設定



● 早めに来た人も迎えられるようにしてください。参加者は早めにセッションに参

加できるようにしてください。そうすれば、新しい参加者がルームに馴染み、で

きることとできないことを理解できるようになります。モデレータ自身もセッ

ションに早めに参加して、ツールの使い方を練習しましょう。

● 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することができます。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。

● 予定している内容を出席者に知らせます。出席者にセッションの検索方法を伝え

ます。セッションが何に関するものかを知らせます。セッションで出席者に期待

されることを共有します。

● ゲスト講演者を招待します。ゲスト講演者を招く場合は、セッションのプレゼン

タになってもらいます。プレゼンタは、画面の共有と、画像やプレゼンテーショ

ンファイルのアップロードが許可されますが、モデレータのように他のユーザの

権限を変更することはできません。モデレータ権限や参加リンクの共有は慎重に

検討してください。

● ゲストリンクの共有には十分注意します。ゲストリンクはパブリックリンクで

す。リンクにアクセスすれば誰でもセッションに参加することができます。ソー

シャルメディアなどの公共の場所でリンクを共有しないでください。出席者の招

待機能を使用して、共有不可の安全なリンクを作成します。コース内のセッショ

ンの場合、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。

セッションの準備
● 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。

● コラボレーションセッションにします。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。

● アンケートのテキストを準備しておきます。アンケート実施を計画している場

合、使用するテキストを準備し、コピーアンドペーストすればよいようにしてお

きます。

● 早めに参加します。音声や動画の使用を計画している場合、あらかじめチェック

する時間を取ります。共有を予定するファイルをアップロードします。ツールの

操作を練習します。



● 出席者が参加するまで数分間待ちます。出席者は別のセッションから移動してき

たり、接続の問題が発生したり、Collaborateの使用方法を学習したりしている可

能性があります。出席者が参加し、落ち着くまで数分間待ちます。 

アクセシビリティの考慮事項
● コンテンツをアクセス可能にします。共有する内容にかかわらず、アクセス可能

にしてください。Blackboard Allyのアクセシビリティチェックリストを使用しま

す。

● セッション開始前にコンテンツを共有します。セッション開始前に、共有しよう

としているコンテンツへのアクセス権を出席者に付与します。ユーザに教材を確

認する機会を与え、より十分にセッションに参加できるようにします。たとえ

ば、講義のプレゼンテーションファイルや記録を共有します。出席者に教材につ

いて考える時間を与えます。その後、セッションをディスカッションに使用しま

す。

● プレゼンテーションをCollaborateにアップロードします。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。

● 注釈について説明します。ファイルまたはホワイトボードを共有する場合、出席

者がマークを付けられるようにすることができます。視覚に障害のある出席者の

ために編集内容を説明します。

● 字幕を提供します。セッションでの発言内容に字幕を付けます。ライブセッショ

ン中に字幕入力担当者を割り当てます。または、後で記録に字幕を追加します。

● セッションでの教材をすぐに共有します。出席者が見つけてレビューできる場所

に、記録、プレゼンテーションファイル、トランスクリプトを置きます。教材は

すぐに共有してください。次のセッションや小テスト、テストなどの前に、学生

にできる限り多くの時間を与え、復習できるようにします。

動的なセッションを促進する
● 全員の参加を促します。動画とチャットは、出席者をセッションに引き付けるう

えで有効な方法です。

● アクセシビリティのベストプラクティスに従います。全員が参加できるようにし

ます。

● 出席者パネルを開いた状態にします。退席中の参加者、マイクをオンにしている

参加者、ネットワーク接続に問題がある参加者を把握することができます。出席



者の接続ステータスを監視し、何かが見つからない状態の人がいないか確認しま

す。 

● 自己紹介します。参加者が皆あなたの声を判別できると思い込まないでくださ

い。初めのうちは、話すたびに自分の名前を告げ、自分を知ってもらうようにし

ます。

● ゲスト講演者を紹介します。ゲスト講演者を招待できます。また、コースの参加

者をプレゼンタやモデレータに昇格させて、グループでのコラボレーションを促

進することもできます。プレゼンタは、画面の共有と、画像やプレゼンテーショ

ンファイルのアップロードが許可されますが、モデレータのように他のユーザの

権限を変更することはできません。

● プレゼンテーションの重要ポイントを強調します。矢印が使えれば、プレゼン

テーションの中を指し示すことができます。ホワイトボードまたはプレゼンテー

ション内で、注釈ツールを使って、テキスト、ポインタ、またはその他の画像を

追加します。

● Q&Aを含めます。参加者に質問させるようにします。発言する参加者が増えて
も、Class CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスが自動的に発言者を特定し、

画面にその発言者の名前を表示します。

● 発言しない時は、ミュートにします。最も問題になるのが、キー入力の音や私語

などの背景ノイズです。

● 出席者をミュートします。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、参加者の動画の共有を停止することもできま

す。

● アイコンタクトを心がけます。動画を共有している場合には、セッションではな

く、カメラを見ましょう。初めは慣れずに戸惑うかも知れませんが、参加者が

セッションに参加していることを意識でき、疎外感を感じることがなくなりま

す。

● 好ましくない出席者や秩序を乱す出席者を削除します。[出席者]パネルの出席者

をポイントし、[参加者コントロール]を選択します。[セッションから削除]を選

択します。

● 参加者の権限を削除します。すべての参加者の音声、動画、チャットの使用やホ

ワイトボードへの書き込みを停止します。すべての参加者は同じ権限を持ってい

ます。権限をオフにして1人の参加者が話せ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。

適切なフォローアップ
● セッションでの教材をすぐに共有します。出席者が見つけてレビューできる場所

に、記録、プレゼンテーションファイル、トランスクリプトを置きます。教材は

すぐに共有してください。次のセッションや小テスト、テストなどの前に、学生

にできる限り多くの時間を与え、復習できるようにします。



ソース

"ウェブ会議時のエチケット :重要なヒント。" - Adobeコネクトユーザコミュニティ。
N.p., n.d. Web. 2015年9月11日

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。



音声

音声を使用する理由
音声は、学生と話をしたいときに便利です。音声は、トーンや抑揚を通して熱意を伝え

るのに役に立ちます。また、学生も音声を共有する場合、言い回しなどを通じて学生の

様子を感じ取ることができます。

音声を使用する場合、セッションでの動画の使用を検討することもお勧めします。

学生が音声をオンにしたくない場合はどうすればよいですか？問題ありません。すべて

の学生が、ためらわずに音声をすぐにオンにするとは限りません。音声は学生と対話す

る方法の1つにすぎません。他にもチャット、アンケート、フィードバックなどを使用
して学生とやり取りすることができます。

開始して、動画をオンにしましょう。 

音声をオンにする
音声と動画を設定した後、カメラとマイクの両方をオンにして他の人が視聴できるよう

にします。

モデレータはセッション中いつでも、出席者をミュートすることができます。モデレー

タがあなたをミュートすると、そのことが通知されます。自分が話していないときは、

マイクをオフにしておくとよいでしょう。セッションベストプラクティスには、さらに

多くのヒントが掲載されています。

メインステージまたはコンテンツプレゼンテーション領域の下部にあるマイクとカメラ

のアイコンを使用します。キーボードの場合、[Alt+M]キーを押してマイクのオン/オフ
を切り替えます。[Alt+C]キーを押すとカメラのオン/オフを切り替えられます。

マイクをオンにすると、マイクがアクティブになります。

音声の設定
セッションでマイクとカメラを使用するには、ブラウザで使用許可を出す必要がありま

す。

一部のブラウザでは、話す予定がなくても、音声を再生する際にマイクにアクセスする

必要があります。セッションで他の出席者の発言を聞くには、マイクへのアクセス権限

をブラウザに付与します。



最初のセッション参加時、または最初に音声をオンにしたときに、この操作を行うよう

要求されます。以下の手順に従うと、音声と動画の設定をいつでも実行できます。

1. [設定]を開きます。プロフィール画像を選択し、名前を選択します。または、

[Collaborateパネル]を開き、[設定]を選択します。

2. [カメラとマイクの設定]を選択します。

3. 使用するマイクを選択します。Collaborateが音声を受信すると、VoiceOverが「よ

く聞こえます」と返答します。[動作を確認しました]を選択して、次に進みま

す。

4. 使用するカメラを選択します。Collaborateが動画を受信すると、Collaborateが

「よく見えます」と応答します。[動作を確認しました]を選択して、次に進みま

す。動画は逆向きに表示されますが、これは正常です。

デフォルトでは、設定を完了すると、ミュートの状態になります。準備ができたら、音

声をオンにします。

JAWSおよびVoiceOverでの音声や動画の設定でお困りですか？「トラブルシューティン
グ」に移動して、ブラウザごとのサポートページを参照してください。

出席者のミュート
モデレータは個々の出席者を、またはセッション内の全員をミュートできます。これに

は、BlackboardアプリまたはBlackboard Instructorアプリを使用している出席者が含まれ
ます。



● 各出席者のミュート : 音声をオンにしている出席者をポイントします。[参加者

コントロール]を選択して、[ミュート]を選択します。 

● 全出席者のミュート : [出席者]パネルの上部から[その他のオプション]を選択しま

す。[全員をミュート]を選択します。

ミュートされた出席者には、モデレータによってマイクがオフにされたことが通知され

ます。

注 :出席者は、ミュートされたマイクをオンに戻すことができます。

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。

● 使用しているブラウザは最新版ですか？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？

使用しているブラウザの音声と動画の問題のトラブルシューティングの詳細

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。

ネットワーク接続の詳細



よくある質問
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]を選択します。
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。 



コンテンツの共有

ただ教えるのではなく、見せましょう。

Class CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスでは、知識を簡単に共有できます。
PowerPoint®プレゼンテーションなどのコンテンツをアップロードしたり、デスクトッ

プ画面を共有して詳細を示したりできます。

Collaborateパネルを開き、[コンテンツの共有]を選択し、出席者との共有と共同作業を
開始します。

Collaborateパネルの場所が不明ですか？「自分の設定を見つける」にジャンプします。
ファイルサイズの合計が125MB以下であれば、1つのセッションに複数のプレゼンテー
ションをアップロードできます。

アプリケーションの共有
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、トピックについて学生

に教えます。教員がアプリケーションやデスクトップ内を移動すると、学生も自動的に

その動きに従います。

デスクトップまたはアプリケーションを共有すると、ライブセッションで誰でも表示で

きます。記録を後で見る場合も、誰でも表示できます。他の人に見せたくないウィンド

ウやアプリケーションがある場合は、共有を開始する前に必ず閉じておいてください。

プレゼンテーション中にチャットメッセージを見逃さないようにしてください。

PowerPointなど別のアプリケーションを開いているときはチャットアラートを確認しま
す。通知設定でブラウザポップアップ通知を選択します。

アプリケーション共有は現在、Class Collaborateのモバイルデバイスまたはスクリーン
リーダーではサポートされていません。モバイルデバイスまたはスクリーンリーダーを

使用している場合は、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。アプリケーションは共有できません。

音声と動画のストリームおよびファイルの共有

ChromeTMを使用して音声と動画を共有します。

動画をYouTubeTMなどのサイトから共有します。または新しいChromeタブで、デスク
トップ上にある動画や音声のファイルを開き、それらを共有します。 

1. Chromeブラウザから[Collaborate]パネルを開き、[コンテンツの共有]タブを選択

します。

2. [アプリケーション/画面の共有]を選択します。

3. [Chromeタブ]オプションを選択します。

Windows環境では、全画面表示を選択することもできます。
4. [音声の共有]チェックボックスを選択します。

5. 共有するタブをリストから選択します。

6. [共有]を選択します。



カメラの共有
[カメラの共有]オプションを使用すると、複数のカメラを共有できるようになります。
あなたの映像に加えて、コンピュータに接続されている別のカメラも共有できます。自

分の映像の他に、あなたが共有したいものを学生に表示することができます。カメラの

数とコンピュータのUSBポートの数次第で、自由に拡張することができます。
動画は、プレビューでは逆向きに表示されますが、これは正常です。セッションや記録

では、動画は正しく表示されます。他の出席者に対して、または記録内で、動画が逆向

きに映ることはありません。動画はプレビュー内でのみ左右反転して表示されます。



モバイルデバイス上のコンテンツとしてのカメラ

モデレータはモバイルデバイス上のカメラを画面のコンテンツとして共有することもで

きます。出席者が画面下部のメインツールを使用して動画を共有すると、前面カメラが

使用されます。カメラをモバイルデバイス上のコンテンツとして共有できる機能によ

り、モデレータは後面または背面のカメラも使用できるようになりました。

モバイルデバイスから一度に共有できるカメラは1つだけです。すでに共有されている
動画がある場合は終了し、新しいカメラから動画が表示されます。



ファイルの共有
60 MB以下のJPEGおよびPNGの画像ファイル、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。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で
す。

PDFおよびプレゼンテーションは、500ページまたは500スライドに制限されます。 
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。

表示したときに最高のエクスペリエンスが得られるよう、WindowsとMacの両デバイス
で共通のフォントを使用してください。その他のフォントを使用すると、ユーザや記録

によっては、スペーシングや改行に相違が発生する場合があります。すべてのユーザが

最高のエクスペリエンスを得られるよう、Helvetica、Arial、Courier、Georgia、Impact
、Open Sans、Tahoma、Times New rRoman、またはVerdanaを使用してください。
[ここにファイルを追加します]を選択するか、ファイルをボックスにドラッグしてアッ
プロードします。学生にファイルを見せる準備ができたら、[今すぐ共有します]を選択
します。

週の初めや学期の開始時にもクラスの準備ができるようになりました。セッションに参

加し、共有するファイルをロードします。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。ファイルを一度ロードすれば、何度でも再利用

できます。

ファイルに追加された注釈や編集は、セッションオカレンスが終了するとクリアされま

す。

ファイルのアップロードを希望するセッションに参加できない場合は、セッションを編

集して、開始時刻を今すぐ開始に変更します。ファイルをアップロードします。開始時

刻を元に戻すことを忘れないでください。別途招待状を送信しない限り、出席者は変更

内容を表示できません。

[セッションの設定]で、参加者がセッション中に共有ファイルへのマークアップをでき
るように設定できます。Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。[セッションの
設定]に移動して、選択を行います。
セッションの記録をしている場合は、次へ進む前に共有ファイルを取り込むために、8
秒間の記録が許可されます。

ファイルの削除とファイル名の変更

ファイルを削除、または名前を変更するには、[Collaborate]パネルの[ファイルの共有]
に移動します。ファイルを見つけて[ファイルオプション]を開きます。[ファイルを削
除]または[ファイル名を変更]を選択します。



PowerPointスライドについて
PowerPointファイルをCollaborateで直接共有したり、PowerPointアプリケーションで共有
したりできます。

どちらを使用するか、どのように決定すればよいですか？判断基準を提供します。

● ファイルの共有 : 全体的な操作性を最大限に高めるには、ファイルの共有を使用
します。

o アップロードすると各スライドが最適化されるので、すべての出席者は

ネットワーク接続にかかわらず、高品質のスライドを表示できます。

o ファイルの共有では、セッションの準備をするために1つ以上のプレゼン

テーションをアップロードできます。

o アップロードされたファイルは、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。これにより、レビューする必要があるときに簡単に

スライドに戻ることができます。

o プレゼンテーションをアップロードすると、スライドでCollaborate編集

ツールを使用できます。

o また、セッション中に[参加者に共有ファイルへのマークアップを許可]を

選択することもできます。

o 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。

● PowerPointファイルの共有の詳細



● アプリケーションの共有 : プレゼンテーションにアニメーションが含まれている
場合や、物理的な会場とオンラインで同時にプレゼンテーションを実施する場合

は、アプリケーションの共有を使用します。

PowerPointアプリケーションの共有の詳細
PowerPointファイルの共有

60MB以下のPowerPointのプレゼンテーションを使用する場合は、[ファイルの共有]を選
択します。これにより、出席者にとって最適な体験を実現できます。

PowerPointをアップロードし、[今すぐ共有します]を選択します。スライドナビゲータ
パネルが開き、すべてのスライドが表示されます。スライドを選択して、共有させま

す。プレゼンテーション名を選択して、スライドナビゲータパネルをもう一度開きま

す。

プレゼンテーションにアニメーションが含まれる場合は、PowerPointファイルをアップ
ロードする代わりにアプリケーションを共有します。

PowerPointアプリケーションの共有
必要に応じて、プレゼンテーションをPowerPointで実行し、アプリケーションを
Collaborateで共有することができます。
Collaborateで[アプリケーションの共有]を選択する前に、プレゼンテーションを設定
し、共有する画面内で実行しておく必要があります。

可能ならCollaborateウィンドウを表示しておくと、プレゼン中にチャットを確認できま
す。もしくは別のモデレータにチャットを監視するよう頼みます。

使用感を最大限に高めるため、プレゼンテーションでは標準またはフルスクリーン

ビューを使用しないでください。これらのビューでは、あなたも出席者もすべてを表示

するのが困難になります。代わりに、スライドをサイズ変更可能なウィンドウで共有し

ます。



1. PowerPointで、[スライドショー]メニューを開き、[スライドショーの設定]を選択

します。

2. [出席者として参照する (ウィンドウ表示)]を選択し、[OK]を選択します。

3. プレゼンテーションを開始します。

4. プレゼンテーションウィンドウを希望のサイズに変更します。これで、

Collaborateでスライドを共有する準備ができました。

5. [アプリケーションの共有]と、共有するPowerPointアプリケーションまたはスク

リーンを選択します。

ホワイトボードの共有
ホワイトボードを使用して、学生とコラボレーションします。空白のホワイトボードを

開いて、図を描いたり、単純にメモを書いたりします。

終了したら、デバイスまたはコンピュータの画面キャプチャツールを使用して、ホワイ

トボードを保存します。

[セッションの設定]で、参加者がセッション中にあなたとともにホワイトボードやツー
ルを使用できるかどうかを決定します。Collaborateパネルを開き、[設定]を選択しま
す。[セッションの設定]に移動して、選択を行います。



注釈ツール
セッションでファイルまたは空のホワイトボードが共有されている場合、注釈ツールを

使用してライブセッション中にドキュメントの編集およびマークアップが可能です。注

釈ツールは画面の最上部に表示されます。これらのツールは、モデレータが[セッショ
ンの設定]でオフにしていない限り、モデレータと参加者両方のロールで使用できま
す。

モデレータはメインルームで注釈付きファイルをブレークアウトグループと共有できま

す。ブレークアウトグループとのファイルの共有に関する詳細

ドキュメント表示の設定

● パン :ページ上でホワイトボードまたは共有ファイルを移動します。

● ズームとサイズ変更 :ページ上でズームインおよびズームアウトするか、ビュー

をページまたは幅に合わせて調整します。

注釈

● 描画、ブラシ、および消しゴム :さまざまな色、濃さ、不透明度でページ上にフ

リーハンドで描画します。消しゴムを選択して、注釈を削除します。消しゴムを

使用して、手書き描画の一部を削除するか、[削除]アイコンを選択して描画全体

を削除することができます。

● テキスト :テキストをページ上に直接追加します。テキストを移動、編集、変更

したり、テキストのフォント、サイズ、配置、色を選択したりできます。

● 図形 :線、矢印、四角形、楕円形、多角形、およびポリラインを選択します。各

図形には独自の設定があり、色、太さ、不透明度などを個別に変更できます。

● 注釈をクリア :注釈はセッションで保存されます。新しい何かを共有したり、新

規スライドに進んだり、共有を停止したりできます。注釈は残ります。モデレー

タは[注釈をクリア]を使用して、すべてのページからすべての注釈を削除できま

す。

● 強調表示 :共有ファイルで強調表示する領域を選択します。ページ上でテキスト

を強調表示すると、追加のメニューが開きます。選択したセクションを強調表示



したり、取り消し線、下線、波線を引いたり、コメントを記入したりできます。

マーカーは共有ファイルでのみ使用可能です。ホワイドボード上では使用できま

せん。

複数ページからなる空のファイルをアップロードして、複数ページのホワイト

ボードを使用します。

● ポインタ :参加者の注意をコンテンツの主要部分に引きつけます。ツールバーか

らポインタを選択して、カーソルを強調したい箇所へと移動させます。すべての

参加者にリアルタイムでカーソルの動きが表示されます。ポイント操作を停止す

るには、[ポインタ]ボタンを再度押すか、他のツールを選択します。

モデレータとプレゼンタのみがポインタを使用できます。

● 注釈のクリアと共有の停止 :モデレータとプレゼンタのみが注釈を消去し、共有

を停止できます。

ホワイトボードと注釈付きドキュメントのダウンロード
セッション参加者は、ファイル全体 (注釈を含む)または共有ホワイトボードをPDF形
式でダウンロードできます。

ホワイトボードまたはファイルをダウンロードを可能にするには :
1. セッションに参加します。

2. 右のパネルに移動し、[コンテンツの共有]タブを選択します。

3. ホワイトボードまたはアップロード済みファイルの共有を、[ファイルの共有]オ

プションで選択します。

4. コンテンツが共有されると、上部のツールバーに[ダウンロード]ボタンが表示さ

れます。

o [ダウンロード]ボタンは、メインルームおよびブレークアウトグループで

利用可能です。

[ファイルの共有]オプションからアップロードされるファイルは、共有した後でのみダ
ウンロードが可能となります。参加者にファイルをダウンロードさせたくない場合は、

特定のアプリケーションまたは画面を共有します。

プレゼンテーションの一部のコンテンツのみを共有したい場合は、PowerPoint® (または
類似ツール)の[非表示スライドに設定]オプションを使用し、共有ファイルをアップ
ロードします。参加者はプレゼンテーションをダウンロードできますが、非表示のスラ

イドは表示されません。





チャット

チャットでセッションを活性化します。

ほとんどの学生は、テキストベースの通信に慣れています。音声や動画で話すのをため

らう参加者もいるかも知れません。

[Collaborate]パネルを開き、[チャットを開く]を選択して、チャットを開始します。

Collaborateパネルの場所が不明ですか？「自分の設定を見つける」にジャンプします。

セッションでチャットを許可する

最初にセッションに加わった時点ではチャットはオンになっていないことがあります。

場合によっては、チャットをオンにする必要があります。

チャットに新着コメントが届いたことを知るにはどうすれ

ばよいですか？

Collaborateでは、通知機能によってセッションで発生していることをお知らせします。
このような通知により、チャットに新着コメントが届いたことがわかります。

● Collaborateのポップアップ通知は画面に数秒間表示されます。チャットに新着
メッセージが届いていること、メッセージが複数届いていること、コメントがど

のチャットチャネルに届いているかなどを通知します。

● 音声による通知は、新着チャットメッセージと、メンションされたときのものが

あります。「音声による通知」でサウンドを確認できます。

● ブラウザポップアップ通知は、別のブラウザウィンドウまたはアプリケーション

を開いてアクティブにしている場合に表示されます。ポップアップを閉じてセッ

ションに戻り、チャットメッセージを表示します。



チャットパネルを開いた状態にしておくと、新着コメントのお知らせが表示されます。

支援技術を使用したコメントのお知らせの詳細

また、誰かがチャットに入力していることも確認できます。[チャット]パネルを開い
て、誰かが質問しようとしたり、コメントを入力したりしていないか確認します。

チャット絵文字

クラスルームの流れで重要となるのが非言語コミュニケーションです。表情や声の調子

から、クラスでスムーズに進められているかどうかが非常によくわかります。絵文字

は、そのような非言語コミュニケーションを仮想空間に形成します。自分の意思を伝え

るのにぴったりな絵文字を参照または検索してください。



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。



絵文字上の5つのスキントーンのうち1つを使用してください。[スキントーンを選択す
る]ボタンを使用して、人間の絵文字すべてのスキントーンを一度に変更します。また
は、Unicode文字を使用して絵文字のスキントーンを使用時に設定します。

● スキントーンを選択する: [スキントーンを選択する]ボタンを選択し、目的の
トーンを選択します。

● Unicode 8の文字:入力時に、アンダースコア、トーン、サポートされているトー
ン番号 (1から5)を絵文字に追加します。絵文字テキストの先頭と最後にコロン
を入力するのを忘れないでください。例 : :wave_tone5:





支援技術とキーボードショートカットを使用した絵文字の詳細

チャット履歴

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。
メッセージをスクロールするか、キーボードで操作を行う場合は、チャットパネルの上

部にある非表示のキーボードコントロールを使用します。

支援技術を使用したチャット履歴の詳細

記録のチャットメッセージ

セッションが記録中の場合、[全員]チャネルのチャットメッセージも記録されます。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。

記録のチャットメッセージの詳細

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。

デフォルトでは、 [チャット]を最初に開くと、[全員]のチャットが表示されます。[全
員]の見出しで[前のパネル]を選択します。次に、チャットしたい相手の名前を入力して
チャットを開始します。

プライベートチャットでの発言には注意してください。モデレータは不適切な発言やい

じめを管理するために参加者同士のプライベートチャットを監視する場合があります。

モデレータが監視しているときは警告が表示されます。

モデレータは参加者が個人的にチャットする相手を制限できます。モデレータは、参加

者のチャットの相手をモデレータのみに限定できます。



また、モデレータは、すでに自分のプライベートチャットを監視用に作成しています。

参加者にはモデレータのチャットチャンネルは表示されません。

モデレータがプライベートチャットを監視したい場合は、セッションの開始前にオプ

ションを選択する必要があります。セッションの前やセッション中にできる設定の詳細

については「セッションの設定」を参照してください。

セッションの記録に含まれるのは全員チャットのみです。

支援技術を使用したプライベートチャットの詳細

プライベートチャット設定

モデレータは参加者がチャットできる相手を制限できます。モデレータはすべてのプラ

イベートチャットを監視できます。

プライベートチャットを監視したい、もしくは参加者にモデレータのみとのチャットを

許可する場合は、セッション開始前に[セッションの設定]で各オプションを選択しま
す。



● 参加者はモデレータのみと個人的にチャットできる :初期設定で、プライベート
チャットは利用可能になっています。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、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ユーザに知らせる警告が、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。

チャットの監視

音声や動画で話すのをためらうチャット参加者もいるかもしれません。

デフォルトでは、誰かが新しいチャットメッセージを投稿すると通知されます。チャッ

ト通知が表示されない、または聞こえない場合は、[設定]の[通知設定]を確認してくだ
さい。

チャットを監視して、誰かが質問しようとしたり、コメントを入力したりしていないか

見守ります。[Collaborate]パネルを開き、[チャットを開く]を選択します。

すべてのプライベートチャットを監視することもできます。

プライベートチャットを監視したい、もしくは参加者にモデレータのみとのチャットを

許可する場合は、セッション開始前に[セッションの設定]で各オプションを選択しま
す。



プレゼンテーション中にチャットメッセージを見逃さないようにしてください。

PowerPointなど別のアプリケーションを開いているときはチャットアラートを確認しま
す。通知設定でブラウザポップアップ通知を選択します。

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。



セッション開始前に、[セッションの設定]で不適切な表現のフィルタをオンにします。

支援技術を使用したチャットのナビゲーション

支援技術を使用したチャットの詳細



ブレークアウトグループ

小人数のグループでのコラボレーションを促すために、モデレータはブレークアウトグ

ループを作成できます。ブレークアウトグループは、メインルームとは別であり、出席

者を割り当てることができます。

セッションに250名以上の出席者がいる場合、ブレークアウトグループは使用できませ
ん。

ブレークアウトグループでは、非公開の音声、動画、ホワイトボード、アプリケーショ

ン共有、チャットをサポートします。ブレークアウトグループでの共同作業はすべて、

メインルーム (および他のグループ)とは別のものになります。
談話室での発言や表示は記録されません。

ブレークアウトグループを開始する



Collaborateに自分の代わりにブレークアウトグループを作成させたり、ランダムに割り
当てさせることができます。また、自分でグループを作成することもできます。ブレー

クアウトグループはセッション中に割り当てられます。事前に作成したり保存したりす

ることはできません。

1. Collaborateパネルから[コンテンツの共有]パネルを開きます。

Collaborateパネルの場所が不明ですか？「自分の設定を見つける」にジャンプし
ます。

2. [ブレークアウトグループ]を選択します。

3. グループを割り当てます。次のオプションのどれかを選択します。

o ランダムに割り当てる : Collaborateが代わりにグループを作成し、出席者

をランダムに割り当てます。

[ランダムに割り当てる]は、ルーム内に4人以上参加者がいる場合のみ利
用できます。

▪ モデレータがグループに所属する場合は、[モデレータをグループ

課題に含める]を選択します。

▪ 各グループの出席者の人数も変更できます。[グループの数]メ

ニューでグループの数を選択できます。

▪ 出席者のグループ分けが気に入らない場合は、[出席者を再割り当

てする]を選択してください。

o カスタム割当 : 自分のグループを作成します。
グループの名前は変更できます。

最大20グループまで作成できます。ブレークアウトグループは、出席者が
250名以下のセッションでのみ利用できます。各グループに割り当てる出
席者数に制限はありません。ただし、すべてのグループに出席者を均等に

分散することをお勧めします。

▪ 出席者をグループに割り当てます。出席者オプションメニューを選

択し、グループを選択できます。また、出席者を選択し、目的のグ

ループにドラッグすることもできます。

▪ グループを追加するには、[新しいグループを作成する]をクリック

します。

o コースグループセット :Blackboard Learnコースで作成されたグループを使

用します。

コースグループセットは、CollaborateとBlackboard Learnとの統合でのみ
利用可能です。

▪ 使用するグループセットを選択します。

▪ 出席者を選択して、異なるグループにドラッグすることもできま

す。出席者をCollaborateの異なるグループに移動しても、コースの

グループ構造には影響しません。



▪ 1つのグループセットに含めることができるグループは20個までで

す。

4. 任意の選択肢として、出席者に他のグループへの移動を許可する場合には、[参

加者によるグループの切り替えを許可する]を選択します。

5. [開始]を選択します。

Blackboard Learnのグループ統合
Blackboard Learnコースで作成されたグループを使用してブレークアウトグループを開
始します。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。

CollaborateとBlackboard Learnとの統合により、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

ブレークアウトグループを開始するには、[グループを割り当てる]メニューに移動し、
[コースグループセット]を選択します。使用するグループセットを選択してブレークア
ウトを開始します。

Watch a video about sharing files to breakout groups
The following narrated video provides a visual and 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: Share files to breakout groups explains how to share files to breakout groups.
 

ブレークアウトグループにファイルを共有する
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。



1. ブレークアウトグループを開始してから、[ファイルの共有]を選択します。

2. 共有するファイルの[ファイルオプション]メニューを開きます。

3. [グループで共有]を選択します。

4. ファイルを共有するグループを選択します。

5. [今すぐ共有]を選択します。

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。

あとで使用するためにグループファイルを保存することもできます。セッションをログ

アウトする前に、ブレークアウトグループファイルを見つけてメインルームに保存しま

す。

ブレークアウトグループファイルの保存の詳細

タイマー
タイマーは一時的に無効となっています。詳細はClass Collaborate & SupportのSupport
Bulletinをご確認ください (英語のみ)。



タイマーを設定し、出席者に開始時刻または残り時間を通知します。[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。
ブレークアウトグループを使用している場合、メインルームにタイマーを設定します。

全員にタイマーが表示されます。どのグループに属しているかは関係ありません。

ブレークアウトグループで出席者が行える作業は？
ブレークアウトグループは、グループの共同作業を意図して作成されています。グルー

プの出席者はすべてプレゼンタです。つまり、すべての出席者が、グループの他のメン

バーとホワイトボードやファイル、アプリケーションを共有できます。

ブラウザがアプリケーションの共有をサポートしていることを確認する

プレゼンタの権限の詳細

グループを監視する





ブレークアウトグループの開始後、グループ間を移動して監視することができます。自

分をグループに割り当てている場合には、グループ内の参加者の様子や発言を監視する

ことができます。これには、共有コンテンツ、音声、動画、チャットなどの操作が含ま

れます。

他のグループの様子を見るには、そのグループに参加する必要があります。[出席者]パ
ネルから、[グループに参加]を選択します。
グループ内のチャットは、そのグループ専用です。全員チャットルームは、グループを

問わず、全員に開放されるものです。モデレータには、モデレータ専用のチャットルー

ムもあります。

他のモデレータがブレークアウトグループを更新している場合、グループ間での移動は

できません。

出席者を別のグループに移動する



モデレータは、出席者パネルの[グループに参加]を選択することでグループ間を移動で
きます。他の出席者を移動することもできます。

1. [出席者]パネルから出席者を見つけ、[参加者コントロール]を選択します。

2. [別のグループに移動する]を選択します。[ブレークアウトグループ]パネルが開

きます。

3. 対象の出席者を別のグループに移動します。この移動方法は2通りあります。

o 出席者のオプションメニューを選択し、グループを選択します。

o 出席者を選択し、新しいグループにドラッグします。

4. [更新]を選択します。



モデレータがブレークアウトグループを更新している場合、グループ間での移動はでき

ません。

出席者をセッションから退会させられますか？
はい。メインルーム、または他のグループに移動させることができます。あるいは、

セッションから完全に退席させることもできます。[出席者]パネルから出席者のオプ
ションメニューを選択します。[セッションから削除]を選択します。

他のモデレータがグループに変更を行った場合にはどうな

りますか？
[更新]を選択する前に他のモデレータがグループに変更を行った場合は、変更した内容
が失われます。他のモデレータが変更を行ったことが通知されます。他のモデレータが

ブレークアウトグループを編集している間は、グループ間での移動はできません。

ブレークアウトグループを終了する
ブレークアウトグループを停止し、全員をメインルームに戻す場合には、[ブレークア
ウトグループを終了]を選択します。これは、[出席者]パネル上、または[コンテンツの
共有]パネルのブレークアウトグループの横にあります。
[ブレークアウトグループを終了]を選択すると、全員がメインルームに戻されます。
グループが終了すると、グループ内で共有されたものはすべて、メインルームで利用で

きなくなります。ブレークアウトグループの終了は、数分前には出席者に通知するよう

にしてください。グループを終了する前に、作業に関してスクリーンキャプチャなどの

記録を行う時間を取れるようにします。

ブレークアウトグループからファイルを保存する
あとで使用するためにグループファイルを保存することもできます。セッションをログ

アウトする前に、ブレークアウトグループファイルを見つけてメインルームに保存しま

す。

1. ブレークアウトグループを終了してセッションを離れる前に、[ファイルの共有]

を選択します。

2. グループフォルダを開きます。

3. 保存するファイルの[ファイルオプション]メニューを開きます。

4. [メインルームファイルに移動]を選択します。

グループファイルがメインルームに保存され、再度使用することができます。

ファイルに追加された注釈や編集は、セッションオカレンスが終了するとクリアされま

す。



記録とブレークアウトグループ
談話室での発言や表示は記録されません。すべての出席者がメインルームを離れてブ

レークアウトグループに参加すると、Collaborateはセッションの記録を停止します。 
1人以上の出席者がメインルームに戻ったら、[セッション]メニューから記録を再開で
きます。

役立つヒント
ホワイトボードの項目を1つ削除します。消しゴムのボタンで、ボード/スライドからす
べての注釈を消します。[選択]ツール を使って注釈を1つ選択し、キーボードの[Back
space]キー ([Delete]キーではない)を押すと、選択した注釈だけが削除されます。

ホワイトボードのコンテンツを回転させます。[選択]ツールを使って、オブジェクトを
選択します。次に、選択したボックスの右側に沿って途中まで表示される (非常に)小
さなボックスを選択してドラッグします。



複数の出席者を一度にグループに割り当てます。ブレークアウトグループを手動で指定

する場合は、キーボードの[Shift]を押しながら一度に多数の出席者を選択し、該当する
グループにドラッグアンドドロップします。各出席者の行で[...]をクリックし、該当す
るグループを選択することもできます。



遅刻した出席者に、ブレークアウトグループへの参加を許可します。遅刻した出席者に

ブレークアウトグループへの参加を許可するには、[参加者によるグループの切り替え
を許可する]を選択します。
役に立つヒントの寄稿者

Amy Eyre (Eラーニングサポート担当者) | プログラムデザインおよび学習テクノロジ
チーム | ヨーク大学、英国
Helga Gunnarsdottir (学習テクノロジスト) | 学習イノベーションユニット | 西イングラン
ド大学、英国

アンケート



アンケートは、出席者の積極的な取り組みを促し、興味を持続させるのに役立ちます。

アンケートには様々な用途があります。

例 : 参加する機会を与えることで、出席者の関心を維持する。出席者に何らかの意見を
問いかけて、ディスカッションを開始する。質問により、提示した内容に対する理解度

を確認する。または、提示した内容への理解を定着できるよう復習の質問をする。

出席者は最大5つの選択肢から1つを選んで回答します。出席者に対して表示する選択肢
の数を指定できます。

Bb Studentアプリでは、アンケートはサポートされていません。そのため、Bb Studentを
使用している受講者はアンケートに参加できません。

Watch a video about polls



The following narrated video provides a visual and 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: Polling in Class Collaborate with the Ultra experience shows you polling in action.

 

アンケートを作成する

アンケートを用いて、出席者の積極的な参加を促し、出席者からのフィードバックを得

ます。 

1. [Collaborate]パネルを開きます。

Collaborateパネルの場所が不明ですか？「自分の設定を見つける」にジャンプし
ます。

2. [コンテンツの共有]を選択します。
3. [アンケート]を選択します。
4. [多肢選択式]または[「はい/いいえ」の選択肢]を選択します。
5. 必要に応じて、アンケートの質問を入力します。空白のままでもかまいません。
アンケートの質問には、110文字の制限があります。

6. [多肢選択式]を使用する場合は、 最大で5つの回答選択肢を設定できます。回答
選択肢を入力するか、空白のままにします。回答選択肢には、90文字の制限があ
ります。回答選択肢を空白のままにした場合、出席者には選択肢に対応する番号

が表示されます。

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。スクリーン

リーダを使用する出席者がいる場合や、選択肢を空白のままにした場合は、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てください。

7. [開始]を選択します。



アンケートを監視する



アンケートを開始すると、アンケートの回答の概要を見ることができます。この概要に

は、各選択肢の回答数が示されます。回答していない出席者の数も確認できます。各出

席者がどのように回答したか、どの出席者がまだ回答してないかを確認するには、[出
席者]パネルに移動します。

モデレータもアンケートに回答できます。そのため、モデレータも回答なしとして数え

られることになります。

アンケートの概要は常に公開されてはいません。公開するには、[アンケート]を選択し
ます。

ここから、アンケートをロックして回答を出席者全員に表示するか、アンケートを中止

するかを選択できます。

アンケートをロックして回答を出席者に表示する



アンケートの概要を公開するには、[アンケート]を選択します。[アンケートをロックす
る]を選択すると、すべての出席者に回答が表示されます。出席者には、回答の合計数
のみが表示されます。

[アンケートのロックを解除する]を選択すると、すべての出席者に対して回答が非表示
になり、新しい回答が許可されます。

出席者に表示されるものは？

アンケートを開始すると、出席者は選択を行うよう求められます。出席者には選択した

回答のみが表示されます。

選択肢は、メインステージ上で妨げとならないよう非表示になります。出席者は[アン
ケート]を選択すると、選択肢を再表示できます。



出席者は回答後に自分の選択肢を表示することができます。回答を共有しない限り、ア

ンケートの結果は出席者に表示されません。他の出席者の回答内容は表示されません。

アンケートを停止するには？

アンケートの概要を公開するには、[アンケート]を選択します。[アンケートの終了]を
選択してアンケートを停止します。

アンケート結果のダウンロード



モデレータ、教員、および管理者はセッションのアンケートレポートをダウンロードで

きます。このレポートには、アンケートの質問と各参加者の回答が含まれています。

セッションを退出した後、[セッションのオプション]メニューを開いて、[レポートを表
示]を選択します。

● 参加者が接続を切断すると、アンケートの回答がレポートに保存されます。

● モデレータがアンケートの質問またはオプションを更新すると、アンケートレ

ポートには更新の内容が含まれ、古いバージョンは含まれません。



出席者の管理

出席者はどこで見ることができますか？
[出席者]一覧を開いて、すべての出席者を表示します。Collaborateパネルを開き、[出席
者]を選択します。





ひと目で次のことがわかります。

● 各出席者のロール。出席者をロールでグループ化しているので、セッションでの

各出席者の役割を簡単に確認できます。

● 挙手している出席者。挙手している出席者はロールリストの先頭に表示されま

す。

● 出席者のステータスまたはフィードバック。

● マイクをオンにしている出席者。

出席者のリストを探すか、パネルの上部で[オプションを開く]を開いて[検索]を選択し
ます。[参加者]リストと[プレゼンタ]リストは非表示にできます。
出席者をポイントすると、ネットワーク接続などの詳細情報を表示できます。モデレー

タは出席者の名前の横にある[出席者コントロール]を選択して、出席を促すか、ミュー
トまたは削除を実行します。

キーボード操作を使用している場合は、パネル上部のタブを押して[出席者のアクセス
一覧]を探します。[出席者のアクセス一覧]は、フォーカスされるまで表示されませ
ん。[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、[Tab]を使用し
て、各出席者の[ コントロール]を移動できるようになりました。

常に出席者パネルを開いた状態にする
[出席者]パネルをずっと開いたままにすることができます。同時に、他のメンバーとの
チャットやすべての出席者を確認できます。退席中の参加者、マイクをオンにしている

参加者、ネットワーク接続に問題がある参加者を知ることができます。チャット中や

セッションに参加している全員が対象です。

[出席者]パネルを開いたままにするには、パネルを切り離す必要があります。これを行
うには2つの方法があります。

1. [Collaborate]パネルを開きます。[出席者]アイコンをメインステージにドラッグア

ンドドロップします。

2. Collaborateパネルを開き、[出席者]を選択します。パネルの上部から[その他のボ

タン]を選択します。[パネルを切り離す]を選択します。



メインステージを調整すれば、すべての表示を保持できます。共有する動画、コンテン

ツ、ホワイトボード、およびアプリケーションは、パネル表示のスペースを確保するた

めに左に移動されます。[Collaborate]パネルには、[チャット]タブ、[コンテンツの共有]
タブ、[設定]タブだけが表示されるようになります。
パネルはいつでも閉じることができます。[出席者]パネルを選択して、[Collaborate]パネ
ルにドラッグします。または、[出席者]パネルの上部から[その他のオプション]を選択
して、[パネルを結合する]を選択します。

参加者コントロール
[参加者コントロール]を使用すると、個別のプライベートチャットの送信、参加者の昇
格、出席者のミュート、セッションからのユーザの削除を実行できます。

参加者の動画をポイントすると、[参加者コントロール]が表示されます。また、[参加者
コントロール]は、参加者リストで参加者ごとにも表示されます。 



通知



誰かがセッションに参加したりセッションから退出したときの通知を受け取りたいです

か。チャットメッセージが投稿されたときはどうでしょうか。音声通知と視覚的通知の

どちらを選択しますか。

Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。[通知設定]を選択します。
デフォルトでは、すべての設定がオンになっています。これらの設定は、通知バナーと

通知音のオン/オフの切り替えのみ行います。



これらの通知をオフにした場合も、次のものは引き続き確認できます。

● [出席者]パネルの参加者の参加ステータス。

● チャットアイコン上の新規投稿メッセージ数。

● [出席者]パネルの挙手。

● 記録時の記録アイコン上の赤いライト。

これらは個人的な設定です。全員が独自の通知を設定します。誰かが挙手したときの通

知を設定できるのは、モデレータとプレゼンタだけです。

通知の種類
どのような通知を希望しますか？通知を目で確認したいですか？何か新しいことが発生

したときにサウンドでお知らせすることを希望しますか？希望する通知の種類を選択し

ます。次の3つの選択肢があります。
● Collaborateのポップアップ通知 : Collaborateのコンテンツプレゼンテーション領

域に表示される視覚的通知です。これを表示するには、セッションウィンドウを

開いてアクティブにする必要があります。

● 音声 :何か新しいことが発生したときに知らせるサウンド。サウンドは通知の種

類によって異なります。

o セッションの参加に関する通知 :跳ねるようなサウンド。

o 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。

o 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。

o 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。

o 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。

アクセシビリティのページでそれぞれのサウンドを確認する

● ブラウザポップアップ通知 :ブラウザウィンドウの上部に表示される視覚的な通

知。セッションウィンドウが開いてアクティブになっている場合、ブラウザポッ

プアップ通知は表示されません。ブラウザポップアップ通知は、別のブラウザ

ウィンドウまたはアプリケーションを開いてアクティブにしている場合にのみ表

示されます。



チャットの監視
音声や動画で話すのをためらうチャット参加者もいるかもしれません。

デフォルトでは、誰かが新しいチャットメッセージを投稿すると通知されます。チャッ

ト通知が表示されない、または聞こえない場合は、[設定]の[通知設定]を確認してくだ
さい。

チャットを監視して、誰かが質問しようとしたり、コメントを入力したりしていないか

見守ります。[Collaborate]パネルを開き、[チャットを開く]を選択します。
すべてのプライベートチャットを監視することもできます。

プライベートチャットを監視したい、もしくは参加者にモデレータのみとのチャットを

許可する場合は、セッション開始前に[セッションの設定]で各オプションを選択しま
す。

プレゼンテーション中にチャットメッセージを見逃さないようにしてください。

PowerPointなど別のアプリケーションを開いているときはチャットアラートを確認しま
す。通知設定でブラウザポップアップ通知を選択します。

出席者のミュート
モデレータは個々の出席者を、またはセッション内の全員をミュートできます。これに

は、BlackboardアプリまたはBlackboard Instructorアプリを使用している出席者が含まれ
ます。

● 各出席者のミュート : 音声をオンにしている出席者をポイントします。[参加者

コントロール]を選択して、[ミュート]を選択します。 

● 全出席者のミュート : [出席者]パネルの上部から[その他のオプション]を選択しま

す。[全員をミュート]を選択します。

ミュートされた出席者には、モデレータによってマイクがオフにされたことが通知され

ます。

注 :出席者は、ミュートされたマイクをオンに戻すことができます。



挙手の管理
出席者はセッション中、好きなときに挙手できます。こうすることで、あなたの注意を

引いたり質問したりできます。管理者は、すぐに相手を指名するか、通知を閉じて後で

指名するかを選択できます。

誰かが挙手したときの通知をオンにします。挙手した出席者の横に、挙手している人の

イメージが表示されます。また、挙手した出席者は[出席者]パネルのロールリストの先
頭に表示されるので、忘れられたり、見落とされたりすることがありません。

[出席者]パネルから挙手を取り消すことができます。挙手している出席者をポイントし
て[出席者コントロール]を選択します。[挙手の取り消し]を選択します。

デフォルトでは、誰かが挙手をすると通知されます。出席者が挙手しても挙手通知が表

示されない、または聞こえない場合は、[設定]の[通知設定]を確認してください。
● 音声による通知 :「Duh da (ダダ)」というような警告音が聞こえます。

● Collaborateのポップアップ通知 :ポップアップ通知がメディアスペースに表示さ

れます。挙手をやめるには、通知内で[挙手の取り消し]を選択します。通知を閉

じると、挙手したままにして、後で戻ってくることができます。



● ブラウザポップアップ通知 :ポップアップがブラウザウィンドウの上部に表示さ

れます。ブラウザポップアップ通知は、別のブラウザウィンドウまたはアプリ

ケーションを開いてアクティブにしている場合にのみ表示されます。通知を閉じ

ると、挙手したままにして、後で戻ってくることができます。

参加者の権限





ゲスト講演者が話しているときに、参加者ロールの全員の音声をオフにしますか？参加

者がホワイトボードを使用できるように設定しますか？

セッションの前はまたはセッション中に、誰が何をできるかを、[セッションの設定]で
設定します。Collaborateパネルを開き、[設定]を選択します。[セッションの設定]を選
択します。

Collaborateパネルの場所が不明ですか？「自分の設定を見つける」にジャンプします。
デフォルトでは、参加者ロールのユーザは、自分のプロフィール写真の表示、音声およ

び動画の共有、チャットメッセージの投稿、ホワイトボードおよび共有ファイルの利用

が許可されています。

セッションの設定の詳細

出席者の昇格
モデレータまたはプレゼンタのロールを、プレゼンテーションの参加者と分担していま

すか？出席者を別のロールにいつでも昇格させることができます。

昇格させる前に、さまざまなロールを理解してください。たとえば、モデレータに昇格

すると、セッションを完全にコントロールできるようになります。

さまざまなロールに関する詳細

出席者をポイントし、[参加者コントロール]を選択します。出席者に割り当てるロール
を選択します。

昇格した出席者は、話すまたは参加する前に、数秒間の中断を経験する場合がありま

す。



全出席者の昇格

また、すべての出席者をプレゼンタまたはモデレータにすることもできます。セッショ

ンのリストからセッションを見つけます。[セッションのオプション]および[設定の編
集]を選択します。[ゲストのロール]メニューから[プレゼンタ]または[モデレータ]を選
択します。

現時点ではこれは、スケジューラにモデレータアクセス権があるユーザ、LTI準拠の
LMSでCollaborateを使用するユーザ、またはBlackboard LearnコースでClass Collaborate
Ultraを使用するユーザのみ利用できます。どれを使うべきか迷っていますか？セッ
ションのスケジュールを参照してください。

各ロールの役割は？
Ultraユーザエクスペリエンスでは、ユーザはモデレータ、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。

● モデレータ : モデレータは、共有されているコンテンツを完全にコントロールで
きます。 

● 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。 

● 参加者 : モデレータは、セッション中に参加者ができることを決定します。許可
されている場合、参加者は、チャット、音声と動画の使用などを実行できます。

 

● 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。 

各種ロールとその能力に関する詳細

出席者の削除
必要なときにいつでも出席者を削除できます。

出席者をポイントし、[参加者コントロール]を選択します。[セッションから削除]を選
択します。



出席者は再度参加できますか？

出席者がゲストリンクから参加した場合、ゲストリンクを使用してすぐに再度参加する

ことができます。

出席者がコースから、または個人招待メールから参加した場合、切断が通知され、再接

続はできません。セッションが、コースルームのように期限が決められていない場合、

モデレータが退席して再度参加した後に、出席者は再度参加することができます。出席

者は、次回モデレータが参加したときにセッションに再度参加できます。

他のモデレータを削除できますか？

いいえ。モデレータは削除できません。削除できるのは、参加者、プレゼンタ、字幕入

力担当者だけです。

 

出席
Collaborateが出欠を取ります。Collaborateは出席者がいつセッションに参加し、退席し
たかを追跡します。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。

各セッションでのセッション出欠レポートを表示できます。

Blackboard Learnコースでの出欠
CollaborateをBlackboard Learnコースから使用する場合、CollaborateがBlackboard Learn
コースの[出欠]ページに学生の出欠を送信するよう選択できます。
これは、セッションの開始前に設定する必要があります。



Collaborateの出欠情報をコースと共有する機能は、Blackboard Learnでのみ利用できま
す。Blackboard Learnを使用しているかご不明な場合は、「ミーティングのスケジュー
ル」を参照して、どの学習管理システムが自分のものであるか確認してください。

出欠レポートの詳細

Watch a video about attendee management
The following narrated video provides a visual and 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: Attendee management explains how to manage your session attendees in Class
Collaborate.
 



ライブ字幕 (クローズドキャプション)

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。

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。

始め方

字幕入力担当者となった場合、字幕入力が可能になったことがアラートで通知されま

す。

準備ができたら、[開始してください]を選択します。これにより、字幕が表示可能に
なったことが他の出席者に通知されます。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。

[開始してください]を選択すると、セッション中の音声を入力するためのテキスト
フィールドが表示されます。

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

が字幕入力担当者を識別できるよう、タイトルを変えるようにします。例えば、「字

幕」や「スペイン語字幕」といった感じです。

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。

ブラウザが中国語、日本語、韓国語の場合

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。

日本語、中国語、韓国語で字幕を入力する場合は、ブラウザの言語を英語に設定してく

ださい。



Add captions to your recordings
If you used live closed captioning in your session, there are captions with your recording
already!
Add captions to your videos to engage all learners. Captioning video creates accessible content
for individuals who are deaf or hearing impaired. Captions can help all students consume the
video content. The uses for captions are limitless.
Examples

● Anyone working in a noisy environment can read captions.

● Non-native speakers can read captions in their own language.

● Students learning to read can follow along with the speaker.

● Students can see the spelling of terms that will be on a test. 

● Anyone can search the session for key terms.

You can upload Video Text Tracks (VTT) caption and SubRip Subtitle (SRT) files to add or
replace captions in recordings.
To learn more about VTT caption files, visit W3C WebVTT and Mozilla WebVTT.
To learn more about SRT files, visit the SubRip topic on Wikipedia and How to Create an SRT
File by 3Play Media.
Sample VTT file

1. From Collaborate scheduler, select Recordings and find the recording you want.

The Collaborate Scheduler is available in Blackboard Learn and LTI compliant LMS
courses. The Collaborate Scheduler is not available in the Blackboard Open LMS
Collaborate activity module.

2. Select the Recording options menu, and select Add caption source.

3. Browse for the VTT file and upload it.

Overwrite captions
Recordings with captions have a Closed caption options menu. Open that menu if you want to
overwrite the captions.



1. From Recordings, find the recording you want.

2. Select the Closed captions options menu, and select Overwrite caption source.

3. Browse for the VTT file and upload it.

自動ライブ字幕
リアルタイム字幕が必要であり、ライブ字幕入力担当者がいない場合は、自動字幕が代

替手段となることがあります。現時点ではClass Collaborateには自動ライブ字幕が含ま
れていませんが、将来この機能を追加することを計画しています。それまでの間、サー

ドパーティ企業の自動ライブ字幕を利用できる可能性があります。たとえば、Googleが
提供する無料サービスにより、一部の音声ファイルや動画に字幕を生成したり、教員が

直接生成したりすることができます。このサービスに関する詳細は、直接Googleにお問
い合わせください。Blackboardでは、サードパーティのどの自動字幕サービスも、Class
Collaborateまたはその他の製品との使用を公認または推奨していません。さらに、
Blackboardではサードパーティのどの自動字幕サービスも、Class Collaborateとの使用に
適していること、関係法規に準拠していること、または意図するか必要とする目的に適

合していることを保証していません。サードパーティの自動字幕サービスの使用は、す

べてご自身の責任において行ってください。Blackboardでは、お客様がサードパーティ
の自動字幕サービスを利用する際は、エンドユーザの学生または教員が同サービスの使

用を学習し、字幕が実際に利用可能であり、サービスが音声コンテンツを正確に反映し

ていることを確認することを強くお勧めします。記録の字幕付けについては、Class
Collaborateでは教育機関が独自の字幕をアップロードするソリューションを提供してい
るほか、3playmediaと契約している教育機関向けに3playmediaとの統合機能を提供して
います。



Collaborateの動画

動画を使用する理由
リモートで授業をする場合、利用可能なあらゆるツールを自由に使用して学生を引き付

けたいと思うでしょう。動画はジェスチャーやその他の非言語によって教員の情熱を伝

えるのに役立ちます。また、学生も動画を共有していると、笑顔、目の動き、うなずき

の形で、リアルタイムのフィードバックを得られます。

そのためCollaborateでは、そのような視覚的なフィードバックを詳細に得るために最適
な数の動画を調査しました。ギャラリービュー、タイルビュー、発言者ビューでは、一

度に表示できる学生の数を制御できます。

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。

学生がビデオをオンにしたくない場合はどうすればよいですか？問題ありません。中に

は、すぐに動画をオンにすることに抵抗がある学生もいるかもしれません。動画は学生

を引き付ける方法の1つにすぎません。チャット、アンケート、ブレークアウトグルー
プ、ホワイトボード上でのコラボレーションなどでも、学生の興味を引き付けることが

できます。

開始して、動画をオンにします。だれか1人が動画をオンにすれば、他の人も同じこと
をする可能性が高くなります。

動画をオンにします
音声と動画を設定した後、カメラとマイクの両方をオンにして他の人が視聴できるよう

にします。



モデレータはセッション中いつでも、出席者をミュートすることができます。モデレー

タがあなたをミュートすると、そのことが通知されます。自分が話していないときは、

動画をオンにしてマイクをオフにしておくとよいでしょう。セッションベストプラク

ティスには、さらに多くのヒントが掲載されています。

メインステージまたはコンテンツプレゼンテーション領域の下部にあるマイクとカメラ

のアイコンを使用します。キーボードの場合、[Alt+M]キーを押してマイクのオン/オフ
を切り替えます。[Alt+C]キーを押すとカメラのオン/オフを切り替えられます。

マイクをオンにするとアクティブになりますが、他の人が見る前に動画をプレビューし

てみましょう。

動画は逆向きに表示されますが、これは正常です。セッションや記録では、自分の姿が

正しく表示されます。他の出席者に対して、または記録内で、あなたが逆向きに映るこ

とはありません。動画はプレビュー内でのみ左右反転して表示されます。



動画をオンにすると、自分の姿がメインコンテンツ領域の下部にサムネイルで表示され

ます。 
自分の動作を見ることができない人のために、動画で見せているジェスチャーやアイテ

ムについて説明します。セッションベストプラクティスにアクセシビリティのヒントが

掲載されています。

他の人を表示する
Collaborateは教育用に作成されています。そのため、教員に何を望むかを尋ねました。



● 学生が興味を示しているか、集中しているか、混乱しているかなどを把握するた

めの1つの方法として、動画を使用すること。

● 学生を素早く見つけること。

● 全員が発言者とプレゼンテーション内容に注目すること。

これらの理由から、Collaborateではユーザのニーズや好みに合わせて個人用に設定され
た学習経験が提供されています。表示させたい動画の数や動画を目立たせる方法を、

ギャラリービュー、タイルビュー、発言者ビューの中から決定します。

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。

表示される動画の数は、ブラウザ、デバイス、セッションの規模に対するサポートに

よって異なります。また、セッションメニューまたはCollaborateパネルを開いている場
合、表示される動画が少なくなります。

ギャラリービュー



発言者ビュー

タイルビュー

発言者ビューは、参加したときのデフォルトビューです。ビューを切り替えるには、画

面の右上にある[ビューを変更]ボタンを選択します。
出席者が動画をオンにしていない場合、動画スペースには代わりにプロフィール画像が

表示されます。



ギャラリービュー
現時点ではライブ字幕入力担当者によって入力された字幕は、ギャラリービューを使用

している際、出席者に表示されません。ライブ字幕は今後のリリースで表示される予定

です。字幕が必要な場合は、発言者ビューに切り替えます。

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。
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。
表示される動画の数は、ブラウザ、デバイス、セッションの規模に対するサポートに

よって異なります。Firefox®で一度に表示できる動画は2つだけです。また、[セッショ
ン]メニューまたは[Collaborate]パネルを開いている場合、表示される動画が少なくな
ります。 



参加者の動画はアルファベット順に表示されます。モデレータはリストの1ページ目の
最初に表示されます。誰かの動画をリストの最初に表示させたい場合は、その人をモデ

レータに昇格させます。

ギャラリービューのツール

ギャラリーのどちらかの側の矢印を使用すると、さらに動画が表示されます。ページを

移動すると、発言者の動画がメインコンテンツ領域の右下隅にサムネイルとして表示さ

れます。  



画面の左側にあるズームコントロールを使用すると、一度に表示する動画の数を少なく

したり多くしたりできます。



出席者をポイントして[参加者コントロール]を選択すると、プライベートチャットの送
信、参加者の昇格、出席者のミュート、セッションからのユーザの削除を実行できま

す。



ギャラリービューの設定

[セッションの設定]の[ギャラリービューの設定]を使用して、教員および学生が一度に
表示できる動画の数を決定します。

全員がすべての動画を表示できるようにしましょう。あるいは、教員自身はすべてを表

示しながら、参加者に対しては気をそらすものを制限し、4つの動画のみ表示されるよ
うにします。この設定では、教員はすべての学生から見られますが、学生は教員の他に

1人か2人から見られます。全員が使っているクラスルーム設定と同様です。動画を少な
くすると、ビデオ会議疲れによる学生のストレスを軽減することができます。  
ギャラリービュー設定では、下記のことを決定します。



ギャラリービューを無効または有効にする

ストリーミング動画はネットワーク接続やシステムを大量に消費する場合があります。

25本の動画は大量のストリーミング動画となります。負荷が非常に大きい場合、
Collaborateはエクスペリエンスを改善するため、ギャラリービューを無効にすることが
あります。また、ユーザが望めばギャラリービューを無効にすることもできます。

1. [設定]タブに移動し、[音声と動画の設定]タブを開きます。 

2. [ギャラリービューをオンにする (推奨)]または[ビデオを最大数まで表示する]

チェックボックスをオフにします。



セッションに参加する前に、ビデオを最大数まで表示する機能をオフにするオプション

も表示される場合があります。



タイルビューと発言者ビュー
現時点では、iOSまたはiPadOSのSafari®ではタイルビューを使用できません。



タイルビューと発言者ビューでは、話している人が強調されます。これらのビューでは

4つの動画が表示され、そのうちの1つが他よりも大きく表示されます。発言者が大きめ
の動画で表示されるので、よりはっきりと見ることができます。ディスカッションの展

開に伴って、アクティブな発言者に合わせて大きく表示される動画が入れ替わります。
 
どちらのビューでも、出席者をポイントして[参加者コントロール]を選択すると、プラ
イベートチャットの送信、参加者の昇格、出席者のミュート、セッションからのユーザ

の削除を実行できます。

タイルビューと発言者ビューの唯一の違いは、レイアウトです。それぞれ試してみて、

どちらが好みであるか確認してください。



発言者ビュー

タイルビュー

動画をピン留めする
セッションでは、どの人物に注目するのかが重要になってきます。教員は、コースで苦

戦している学生を注視したい場合があります。学生は、手話通訳者の動きを追ったり、



教員にずっと注目したり、学生仲間を見たりすることが考えられます。彼らが常に表示

されるように、動画をピン留めしましょう。

動画をピン留めすると、リストやピン、または (存在する場合)アンカーの一番上に動
画が移動します。表示される動画の数は変更されず、表示される順番のみが変更されま

す。

さらにフォーカスを絞る場合は、ズームコントロールを使用します。

複数の動画をピン留めすることができます。ピン留めされた動画は、留めた順に表示さ

れます。最初にピン留めした動画は常に最初に表示されます。アクティブな発言者の動

画は、タイルビューと発言者ビューで、ピン留めされた動画の次に表示されます。

誰をピン留めしているかは自分しか知りません。動画は自分のビューでのみピン留めさ

れます。あなたが誰をピン留めしたかは他の人には表示されず、ピン留めした相手にも

通知されません。

ピン留めした動画はピン留めを解除するまで、またはセッションを離れるまでピン留め

されたままとなります。ピン留めした動画は、ブレークアウトグループに入ったときで

もピン留めされています。

出席者リストで[参加者コントロール]を使用するか、動画の右下隅で、動画のピン留め
またはピン止め解除を行います。

動画をオンにしてプレゼンテーションする
動画を使用している人数にかかわらず、誰かがプレゼンテーションを行っているとき

は、共有コンテンツが画面いっぱいに表示されます。発言者のサムネイルがコンテンツ

の下に表示されます。コンテンツと動画を切り替えるにはサムネイルを使用します。



動画のサムネイルを選択すると、画面全体が出席者の動画で一杯になります。サムネイ

ルに共有コンテンツが表示されるようになります。動画が選択したビューで表示されま

す :ギャラリー、タイル、または発言者。コンテンツのサムネイルを選択して、共有コ
ンテンツに戻ります。

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。

ギャラリービューの場合、ズームコントロールを使用して発言者をより鮮明に表示でき

ます。

動画を設定する
セッションでマイクとカメラを使用するには、ブラウザで使用許可を出す必要がありま

す。

一部のブラウザでは、話す予定がなくても、音声を再生する際にマイクにアクセスする

必要があります。セッションで他の出席者の発言を聞くには、マイクへのアクセス権限

をブラウザに付与します。



最初のセッション参加時、または最初に動画をオンにしたときに、この操作を行うよう

要求されます。以下の手順に従うと、音声と動画の設定をいつでも実行できます。

1. [設定]を開きます。プロフィール画像を選択し、名前を選択します。または、

[Collaborateパネル]を開き、[設定]を選択します。

2. [カメラとマイクの設定]を選択します。

3. 使用するマイクを選択します。Collaborateが音声を受信すると、VoiceOverが「よ

く聞こえます」と返答します。[動作を確認しました]を選択して、次に進みま

す。



4. 使用するカメラを選択します。Collaborateが動画を受信すると、Collaborateが

「よく見えます」と応答します。[動作を確認しました]を選択して、次に進みま

す。動画は逆向きに表示されますが、これは正常です。

セッションや記録では、動画は正しく表示されます。他の出席者に対して、または記録

内で、あなたが逆向きに映ることはありません。動画はプレビュー内でのみ左右反転し

て表示されます。

デフォルトでは、設定を完了すると、非表示でミュートの状態になります。準備ができ

たら、動画をオンにします。

JAWSおよびVoiceOverでの音声や動画の設定でお困りですか？「トラブルシューティン
グ」に移動して、ブラウザごとのサポートページを参照してください。

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。

● 動画の設定をやり直します。

● 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。

ネットワークの使用量を減らすために、ギャラリービューを無効にすることもで

きます。

● ブラウザに、カメラへのアクセス権があることを確認します。お使いのブラウザ

のトラブルシューティングページにアクセスし、詳細を調べます。

● 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。

● セッション中の動画の使用は必要なときのみにします。

● Collaborateサポートチャットボットを使用して、問題のトラブルシューティング

に役立てます。

問題が解決しない場合は、所属教育機関の管理者に連絡してください。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。



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。

ネットワーク接続の詳細



セッションの取り組みに関する詳細情報

[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルはモデレータのためのツールで、セッ
ション実施中の視聴者の取り組み状況をデータで表し、セッションでの活気の維持また

は向上に役立つアクションを考える場を提供します。現時点では、モデレータは代表的

な参加者のやり取りを、挙手の数や送信したチャットメッセージ数などで一目で確認で

きます。

[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルはモデレータのみが表示できます。
データは15秒ごとに自動更新されます。
セッションの取り組みに関する詳細情報は、下記のことを理解し答えを見つけるのに役

立ちます。

● セッション中の挙手の合計数

● セッション中に挙手した参加者の割合

● セッション中のチャットメッセージ送信の合計数

● セッション中にチャットメッセージを送信した参加者の割合

セッションの取り組みに関する詳細情報により、学生の積

極的な取り組みを促進する
1. セッションの取り組みに関する詳細情報の分布を把握 :セッション全体で挙手し

た参加者の割合により、セッションへの取り組みがどの程度行き渡っているかを

質的な観点から知ることができます。100%に達した場合、現在ルームにいるす

べての参加者が、ある時点で挙手して参加していることを意味します。

2. セッションの取り組みのパフォーマンスを追跡 :各セッションの最後のセッショ

ンの取り組みに関する詳細情報に注目して、次のセッションで取り組み状況を改

善できるかを確認します。

3. [セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルを使用すると、セッションに対

するライブでの調整が取り組みに与える影響を理解するのに役立ちます。出席者

の取り組みを促すのに何が有効であるかを理解しましょう。

 

セッションの取り組みに関する詳細情報へのアクセス
デフォルトでは、[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルはセッションへの参
加時に開かれます。

[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルを閉じる :
1. 左下隅にある、[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルを閉じるアイコ

ンを選択します。



 
[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルを開く :

1. 左下隅にある、[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルを開くアイコン

を選択します。

挙手あり

セッション中に、参加者は進行中のディスカッションに参加するために挙手します。

[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルの[挙手あり]セクションでは、モデ
レータに次のことが表示されます。

● セッション全体で参加者が挙手した合計数。

● セッション全体で挙手した参加者の割合またはパーセンテージ。

考慮事項 :
● [挙手あり]セクションには、下記のものが含まれます。

o セッションに出席したすべてのロール。モデレータも含まれることを意味

します。

o メインルームと談話室でのやり取り。

● 参加者の割合は、セッションの現在の参加者数に基づいています。参加者がセッ

ションを離れた場合 :

o 参加者が挙手した回数は、挙手の合計数の中に残ります。

o この参加者は、セッション全体で挙手した参加者の割合の一部としてカウ

ントされなくなります。



データの解釈

この[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルの[挙手あり]セクションの例で
は、次のことが示されています。

● セッション全体で2人が挙手した。

● 現在のセッション参加者の22%が挙手した。

 

チャットメッセージ
セッション中に、参加者はチャットメッセージでやり取りできます。[セッションの取
り組みに関する詳細情報]パネルの[チャットメッセージ]セクションでは、モデレータに
次のことが表示されます。

● セッション全体で参加者が送信したチャットメッセージの合計数。

● セッション全体でチャットメッセージを送信した参加者の割合またはパーセン

テージ。

考慮事項 :
● [チャットメッセージ]セクションには、下記のものが含まれます。

o セッションに出席したすべてのロール。モデレータも含まれることを意味

します。

o メインルーム、談話室、およびすべてのチャットチャネルでのやり取り。

● 参加者の割合は、セッションの現在の参加者数に基づいています。参加者がセッ

ションを離れた場合 :

o 参加者が挙手した回数は、挙手の合計数の中に残ります。

o この参加者は、セッション全体で挙手した参加者の割合の一部としてカウ

ントされなくなります。

データの解釈

この[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルの[チャットメッセージ]セクショ
ンの例では、次のことが示されています。



● セッション全体で1件のチャットメッセージが送信された。

● 現在のセッション参加者の11%がチャットメッセージを送信した。

データの状態
データの状態には、特定の時点におけるデータの状態が表示されます。セッションの取

り組みに関する詳細情報でのデータの状態は、以下のとおりです。

● データロード中 :データは処理中で、数秒後に表示されます。

● 初期データ :初期カウント値はゼロにあらかじめ設定されています。この値は、

挙手またはチャットメッセージ送信の前の状態を表します。

● データなし :データサーバとの接続を確立中か、データがロードされていませ

ん。



● データを利用できません :データのロード中にエラーが発生しました。

積極的な取り組みのヒント
 
[セッションの取り組みに関する詳細情報]パネルの一部では、各セッションでセッショ
ン全体の積極的な取り組みを促進する方法に関して、さまざまなヒントが表示されま

す。セッション中二それらのヒントを試して、それぞれのヒントによる影響をセッショ

ンの取り組みに関する詳細情報で把握してください。





記録

巻き戻しと繰り返し。

学生が必要な時にいつでもプレゼンテーションにアクセスできるよう、セッションを記

録できます。必要に応じていつでも停止および再開し、終了したら学生と共有します。

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。

記録でチャットメッセージを匿名にしたい場合は、セッションを開始する前に[セッ
ションの設定]でそのオプションを選択します。詳細については、「セッションの設
定」を参照してください。

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。詳細に

ついては、「ライブ字幕 (クローズドキャプション)」を参照してください。

セッションの記録
記録は8時間に制限されています。
ひとつのセッション中に複数の記録が可能です。停止したセッションの記録を続行する

と、新しい記録として保存され、セッションの記録リストに追加されます。

[セッション]メニューを開き、[記録の開始]を選択します。記録中、記録用カメラが赤
色のドットで表示されます。

記録を終了するには、[セッション]メニューを開き、[記録の停止]を選択します。
ファイルを共有している場合は、次へ進む前に共有ファイルを取り込むために、8秒間
の記録が許可されます。



記録のリマインダ
Collaborateでは記録の開始のリマインダとして通知を使用します。リマインダは、記録
を開始するかリマインダを閉じるまで表示されます。



記録の検索方法
登録しているコースの記録を表示できます。記録をダウンロードできる場合もありま

す。モデレータは、セッション記録のダウンロードをセッションごとに許可する必要が

あります。

Collaborateに移動し、メニューを開いて[記録]または[すべての記録を表示]を選択しま
す。



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。



Collaborateの記録がコースのどこにあるか不明な場合は、「セッションに参加する」
を参照し、自分のLMSに移動して詳細を確認します。
Eメールを記録する
Collaborateはモデレータに、記録へのリンクが記載されたEメールを送ります。これに
は有効なEメールアドレスが必要です。セッションを所有しているモデレータ、または
個人招待メールにより参加しているモデレータに、Eメールが送信されます。ゲストリ
ンクで参加したモデレータや、セッション中に昇格したモデレータにはEメールが送信
されません。

Collaborateセッションがコースで作成された場合、記録のEメールが送信されません。
教員および学生は、コースから安全に記録にアクセスできます。

記録プレーヤー

記録プレーヤーの見た目と操作感は、Collaborateセッションと同じです。ライブセッ
ションや記録再生コントロールの[セッション]メニューと似た[記録]メニューがありま
す。

● 記録メニュー : 画面の左上部で[記録]メニューを開きます。ここから完全な記
録、キャプションのトランスクリプト、チャットのトランスクリプトをダウン



ロードでき、記録に問題があればヘルプへのアクセスや問題の報告を行うことが

できます。

● 字幕 : 字幕は、後でモデレータによって追加された場合、またはセッション中に
ライブ字幕 (クローズドキャプション)が使用されている場合に利用可能です。
デフォルトでは記録に字幕が表示されます。再生コントロールで[字幕]を選択し

て、字幕をオフにするか、字幕フォントのサイズを調整します。

また、記録メニューからキャプションのトランスクリプトをダウンロードできま

す。

● 再生コントロール : 直感的な再生コントロールにより、好きなように記録を移動
できます。

o 一時停止 : キーボードで、[Space]バーを押して記録を一時停止、再生しま

す。

o 繰り返し/早送り : キーボードで、左矢印と右矢印キーを押すことで、記
録を10秒ほど巻き戻し、または早送りします。

o 進行状況 : プログレスバーのマーカーをスライドさせ、記録を移動しま
す。キーボードで、[Shift+左矢印]キーまたは[Shift+右矢印]キーを押して10

秒ごとに記録を繰り返すか、スキップします。

o 音量 : キーボードで、上矢印と下矢印キーを押すと音量を5%増減できま

す。

o 再生速度 :記録の再生速度を次の中から選択します : 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25,
1.5, 2x.



o 字幕 : 字幕を選択し、記録にキャプションを表示させます。また、記録メ
ニューからキャプションのトランスクリプトをダウンロードできます。

● チャットメッセージ : 画面の右下に[チャット]パネルを開き、記録されたセッ

ションの全チャット履歴を表示します。詳細については、「記録のチャットメッ

セージ」をご覧ください。

ひと通り説明しますので、心配はいりません。最初に記録プレーヤーを開いたら、必要

なものがある場所をお知らせします。

記録のチャットメッセージ



画面の右下に[チャット]パネルを開き、記録されたセッションの全チャット履歴を表示
します。

記録されるのは[全員]チャネルのチャットメッセージのみです。プライベートメッセー
ジや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。

記録の再生時に投稿されたチャットメッセージはハイライトされるので、その瞬間に言

われたことを確認できます。チャットメッセージのタイムスタンプを選択することで、

記録の特定の場所に移動することもできます。メッセージの色が薄い場合は、記録のそ

の部分にまだ到達していないことになります。

[記録]メニューからチャットのトランスクリプトをダウンロードできます。
チャットの記録とトランスクリプトは、HTML5記録プレーヤーでのみ利用できます。
モデレータは、セッションの設定で、記録のチャットメッセージを匿名にすることもで

きます。これはライブセッションを開始し、記録する前に行う必要があります。詳細に

ついては、「セッションの設定」を参照してください。

記録とトランスクリプトのダウンロード



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。



記録のダウンロードを許可し、チャットメッセージを匿名

にする
[Collaborateスケジューラ]から、セッションの[セッションの設定]を開いて、記録の設定
を確認します。

● 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。

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。



記録の使用
[記録の使用]タブでは、セッションの記録に対する学生の取り組み状況、各記録を視聴
およびダウンロードした学生数とその最終実行時間の概要が示されます。

これらの指標を使用して、どの記録を保存、削除、またはアーカイブ用にダウンロード

するかをデータに基づいて決定することができます。

1. [記録]から

2. [記録の使用]タブに移動します

3. 記録の全リストの後に、次の項目が表示されます。

o 視聴回数

o 最終視聴日時

o 各記録のダウンロード数

o 最終ダウンロード日時

記録とストレージ



CollaborateのUltraユーザエクスペリエンスファイルとClass Collaborate & Support (英語版
のみ)の記録ストレージの詳細

記録とブレークアウトグループ
談話室での発言や表示は記録されません。すべての出席者がメインルームを離れてブ

レークアウトグループに参加すると、Collaborateはセッションの記録を停止します。 
1人以上の出席者がメインルームに戻ったら、[セッション]メニューから記録を再開で
きます。

よくある質問
セッションで複数の記録を作成するにはどうすればよいですか？

[セッション]メニューの[記録の開始と停止]オプションを使用します。停止を選択する
と、記録が終了します。開始を選択すると、新しい記録が開始されます。

私や他の人が記録を表示できるようになるまで、どれくらいかかりますか？

記録が表示可能になるまでにかかる時間は数分です。

その他の機能

タイマー

タイマーは一時的に無効となっています。詳細はClass Collaborate & SupportのSupport
Bulletinをご確認ください (英語のみ)。

タイマーを設定し、出席者に開始時刻または残り時間を通知します。[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。

ブレークアウトグループを使用している場合、メインルームにタイマーを設定します。

全員にタイマーが表示されます。どのグループに属しているかは関係ありません。



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。



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。

[セッションの設定]に移動し、セッション開始時にこれらの参加者権限がオフになって
いるようにします。

● 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。個別の参加者により多くの権

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。ロールが不明な場合は、セッション中に[出席者]パネルでロールを確認できま
す。参加者ではないが参加者であるべき人のロールを変更します。 

誰でもコースから参加できるようにする

Collaborateが学習管理システム (LMS)と統合されている場合は、コースルームを使用す
るか、新しいセッションをコース内に作成します。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。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。



[セッションの設定]から招待を制限する

学習管理システム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。



Collaborateセッションレポート

セッションレポートを表示
Class Collaborateツールのセッションのリストから、レポートを表示できます。

1. レポートを表示するセッションを特定し、[セッションのオプション]メニューを
選択します。

2. [レポートを表示]を選択します。

[レポートを表示]が表示されない場合には、そのシステム上ではレポートは利用できま
せん。

マネージャはすべて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、「マ

ネージャ向けセッション出席レポート」を参照してください。

セッション出欠レポート
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。

アンケート結果のダウンロード
モデレータ、教員、および管理者はセッションのアンケートレポートをダウンロードで

きます。このレポートには、アンケートの質問と各参加者の回答が含まれています。

セッションを退出した後、[セッションのオプション]メニューを開いて、[レポートを表
示]を選択します。

● 参加者が接続を切断すると、アンケートの回答がレポートに保存されます。

● モデレータがアンケートの質問またはオプションを更新すると、アンケートレ

ポートには更新の内容が含まれ、古いバージョンは含まれません。

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
レポートのリストを日付範囲と出席者でフィルタリングします。

● 日付範囲 : メインの[レポート]ページの、[レポートを表示]メニューから[範囲に

含まれるレポートを表示]を選択します。

● 出席者 : レポートの全体ページから、[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



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

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
音声と動画

アンケート

字幕

記録のナビゲーション

チャット

[出席者]パネルのナビゲーション
コンテンツの共有

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。

セッションにモデレータとしてログインする
リンクからセッションに参加する手順を示します。 

1. Ｃollaborateセッションを起動します。

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。

3. [ユーザ名]フィールドに移動して、自分のユーザ名を入力します。

4. [パスワード]フィールドに移動して、自分のパスワードを入力します。

5. [Enter]キーを押すか、[ログイン]ボタンを使用してミーティングに参加します。

6. 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。



[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)

非アクティブの出席者
出席者がセッションから退席したか削除された場合、[非アクティブ]という見出しの下
で新しいリストが使用可能になります。

このリストを操作するには、以下を実行します。

1. [非アクティブ]見出しに移動します。

2. リスト内で、退席した出席者および削除された出席者を確認します。

o 自発的に退席した出席者は、退席しました : [名前]
o 削除された出席者は、削除しました : [名前]

3. リストを非表示にするには、[非表示]ボタンに移動します。スペースバーを押す

か、[非表示]ボタンを選択してリストを非表示にします。 

o [非アクティブ]見出しテキストが[非アクティブ (#)]に変わります。
4. リストを表示するには、[表示]ボタンに移動します。スペースバーを押すか、[表

示]ボタンを選択してリストを表示します。 



o [非アクティブ (#)]見出しテキストが[非アクティブ]に変わります。

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]メニューを操作して、以下の機能を確認します。 

1. [チャットメッセージの送信]ボタン

2. [モデレータに設定する]ボタン

3. [プレゼンタに設定する]ボタン

4. [参加者に設定する]ボタン

5. [字幕入力担当者に設定する]ボタン

6. [ミュート]ボタン

[ミュート]ボタンは、音声をアクティブにしている出席者にのみ表示され
ます。

7. [セッションから削除]トグルボタン

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

出席者のミュート
● 全員をミュート :[オプションを開く]メニューで、[全員をミュート]ボタンに移動

します。スペースバーを押すか、[全員をミュート]ボタンを選択します。 

小規模なセッションでは、出席者がミュートを解除して音声付きで参加すること

もできます。

● 出席者1人のミュート :話している出席者を出席者リストから見つけます。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。[ミュート]ボタンに移動します。スペースバーを押す
か、[ミュート]ボタンを選択します。

出席者の昇格
出席者をモデレータ、プレゼンタ、字幕入力担当者に昇格させることができます。

1. [[名前]参加者コントロール]ポップアップボタンから、次のいずれかのボタンに
移動します。

o [モデレータに設定する]ボタン

o [プレゼンタに設定する]ボタン

o [参加者に設定する]ボタン

o [字幕入力担当者に設定する]ボタン

2. スペースバーを押すか、ボタンを選択してアクティブにします。

o フォーカスは[[名前]参加者コントロール]のままです。

o 新しいロールが割り当てられたことを確認するステータスメッセージは表

示されません。支援技術のユーザは、ロール見出しに移動して、出席者が

正しいロールに移動したことを確認する場合があります。

さまざまなロールに関する詳細

出席者の削除
1. [[名前]参加者コントロール]ポップアップボタンから、[セッションから削除]トグ

ルボタンに移動します。

2. スペースバーを押すか、[セッションから削除]ボタンを選択します。

1. 「セッションを終了しました。」というステータスメッセージがレンダリ

ング/表示されます

2. [非アクティブ]リストが[出席者]パネルに追加されます



索引
https://www.class.com/support/collaborate/

https://support.class.com/s/
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
https://www.3playmedia.com/2017/03/08/create-srt-file/
https://en.wikipedia.org/wiki/SubRip
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebVTT_API
https://www.w3.org/TR/webvtt1/
https://youtu.be/X-f1kks9c2s
https://youtu.be/hf5AlhIOFzs
http://www.connectusers.com/tutorials/2009/02/web_conf_ettiquite/index.php
https://youtu.be/B5LB79Ji4Tc
https://bitly.com/
http://tinyurl.com/
https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en
https://youtu.be/6SKSODqUeWg


