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クラストリーム(classtream)は、限定ユーザーに映像を配信できるサービスです。 

ユーザーが映像を視聴するためには、簡単な準備が必要です。ここでは、その準備をする

ための管理ツール「classtream manager」の使い方を説明します。 

 

はじめに 

(1) 管理ツールへのログイン 

 

管理ツールにログインしてみましょう。お客様のパソコンに管理ツールのインストールは

完了していますか？（まだインストールできていない方は、ご利用開始時にお渡ししてい

る「クラストリームご利用マニュアル」をご覧ください。） 

パソコンのデスクトップ上にあるアイコンをダブルクリックしてログイン画面を表示して

ください。 

 

 

入力内容は全て、ご利用開始時にお渡ししている「製品版環境のご案内」をご覧ください。 

 

テナント(企業)ID ： ご案内した 8 桁の半角数字を入力してください。 

ユーザーID ： ご案内した管理者アカウント(admin)を、半角で入力してください。 

パスワード ： ご案内したパスワードを、半角で入力してください。 

 

「ログイン」ボタンをクリックして、ログインは完了です。 

 

※管理者アカウント（admin）は同時ログインが制御されています。管理ツールを複数台の

パソコンにインストールすることは可能ですが、ログインできるユーザーは同時に 1 名と

なりますのでご注意ください。なお、後にログインしたユーザーが優先されます。 
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(2) 録画映像を配信 

 

それでは、録画映像を配信してみましょう。 

① 「録画映像」タブを選択してください。 

② 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ 必要事項を入力して、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

タイトル：映像のタイトルを入力してください（必須入力）。 

 

公開状況：「公開」にすると、クラストリーム視聴ページに映像が公開されます。「未公開」の状

態で情報を保存すれば、下書き保存の状態になり、クラストリーム視聴ページにはまだ表示され

ません。 

公開期間を設定する：「公開」時に設定できます。「公開期間を設定する」にチェックを入れ、「開

始日時」「終了日時」を設定すると、映像は公開開始日に自動で公開され、公開終了日時になる

と非公開になります。 

 

公開対象： ※本項目はスタンダードプランのお客様のみご利用いただけます。 

 

限定公開 → 映像を視聴するために、必ずユーザーID/パスワードでログインする必要が 

あります。「クラストリーム」の標準的な機能です。 

 

一般公開 → ログイン不要で、映像を一般公開します。誰でも映像を視聴できるようにな

ります。グループ機能など限定公開のための機能は無効になりますのでご注意ください。 

 

③ 

② 
① 
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映像ファイル：映像ファイルが用意できたら、「ファイルをアップロードする」をチェックして

ください。または、公開状況を「公開」にすると、自動でチェックされます。 

「ファイルをアップロードする」がチェックされている状態では、「ファイル選択…」ボタンか

ら、公開する映像のファイルが選択できます（公開時必須入力）。 

 

保存ボタンを押した時にファイルのアップロードが開始されますが、アップロードに時間がかか

る場合があるため、時間がある時にアップロードしてください。なおアップロード可能な 1 フ

ァイルあたりのファイルサイズは 4GB 未満です。 

 

聞こえる倍速コンテンツの使用：クラストリームでは独自技術を使い、通常の倍速再生 

よりも聞き取りやすく倍速再生ができる「聞こえる倍速」機能を提供しています。 

アップロードする録画映像再生時に、「聞こえる倍速」機能を ON にする場合は、 

チェックを入れてください。 

チェックボックスが表示されていない場合や、詳しい設定方法は 

「・「聞こえる倍速」機能を使って、映像を聞き取りやすく倍速再生させたい。」 

をご覧ください。 

 

サムネイル：映像一覧画面に表示される縮小画像です。初期画像をご用意しておりますが、任

意の画像が設定可能です。一度登録しても、「削除」ボタンで初期画像に戻すことが可能です。 

「選択中の映像から自動生成」ボタンをクリックすると、2 秒後の映像を自動で取得します。 

（新規に映像ファイルをアップロードする時のみ自動生成が可能です。詳しくは、「・サムネイ

ル（映像一覧に表示される縮小画像）を自動生成したい」をご覧ください。） 

 

ピックアップ：クラストリーム視聴ページに「ピックアップ」として表示したい映像であれば

チェックをつけてください。ピックアップはクラストリーム視聴ページに最大 10 件(初期設定最

大 3 件)表示されます。最低 1 つはピックアップ映像を設定することを推奨しております。 

(ピックアップの表示件数は変更が可能です。詳しくは、「・映像の並び順を変えたい」をご覧く

ださい。） 

 

概要：映像の紹介文を簡潔に入力してください。映像の一覧画面と詳細画面に表示されます。

60 文字を超える文章にした場合、一覧画面で全文が表示できないことがありますのでご注意く

ださい。 

 

詳細、備考（公開用）：映像の詳細画面に表示されます。映像により詳細な説明文を付加したい

場合はこちらに入力してください。 

 

資料ファイル：ユーザーに提供する資料ファイルがある場合、「ファイル選択…」ボタンからフ

ァイルを選択してください。視聴可能な映像の詳細画面に表示されます。１つの映像に対して１

ファイル（最大サイズ 30MB）設定できます。資料ファイルが複数存在する場合は、ファイル

を圧縮して１ファイルにしてください。一度登録しても、「削除」ボタンで削除することが可能

です。 
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以上が、録画映像登録の基本機能です。上記の入力を行うと、クラストリーム視聴ページのホー

ム画面・詳細画面で下記のように表示されます。 

 

[ホーム画面（ピックアップ）] 

 

 

 [動画詳細画面] 
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より高度な機能を使いたい場合は、下記も入力してください。 

 

 

ウォーターマーク 視聴画面にて映像再生時、情報漏えい抑止のため、映像の中にウォー

ターマーク（透かし）を表示します。ウォーターマーク機能の詳細は、「・セキュリティを

高めたい（ウォーターマーク機能）」をご覧ください。 

※ ウォーターマーク設定欄が表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」

を参考にウォーターマークを使用する設定を行ってください。 

 

カテゴリー：映像に対してカテゴリーを設定します。カテゴリー機能の詳細は、「・カテゴリー

で、映像を分類したい」をご覧ください。１つの映像に対して１カテゴリーを設定できます。 

※ カテゴリーが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考に 

カテゴリーを使用する設定を行ってください。 

 

映像ポイント：0 ポイント以上を設定してください。ポイント機能およびユーザーランク機能の

詳細は「・ポイント機能を使用したい（ポイント機能／ユーザーランク機能）」をご覧ください。 

※ 映像ポイント、視聴可能日数が表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更し

たい」を参考にポイントを使用する設定を行ってください。 

 

視聴可能日数：1 日以上を設定してください。ポイントや Paypal 課金を使用して映像を購入し

たユーザーが、映像を視聴できる日数を設定します。 

 

グループ：映像ごとに視聴制限をかけることができます。グループ機能の詳細は「・視聴制限を

かけたい（グループ機能）」をご覧ください。 

※ グループが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考に 

グループを使用する設定を行ってください。 

 

メッセージ通知：再生中にメッセージ通知やアンケートページへの誘導などを行いたい場合、

「メッセージ通知を表示する」をチェックしてください。 

「メッセージ通知を表示する」がチェックされている状態では、「設定…」ボタンから、メッセ

ージ通知内容および通知内容表示タイミングが設定できます。 

※メッセージ通知は映像ファイル選択済みの映像を編集する時のみ表示されます。 
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(3) ユーザー情報を変更 

 

録画映像に映像が登録できたら、いよいよお客様に映像を見てもらいましょう。 

 

① 「ユーザー」タブを選択してください。 

 
申込みプランによって利用可能なユーザーID が「ユーザー一覧」として表示されています。 

映像を視聴するお客様は、クラストリーム視聴ページで「ユーザーID」と「パスワード」

を入力することで、映像を見ることができます。 

お申込み時、「ユーザーID」と「パスワード」は仮のものが設定されていますので、適切な

ものに変更してみましょう。 

 

② 「ユーザー一覧」から、該当のユーザーを選択してください。 

③ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

④ ユーザー情報を編集して、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

ユーザーID： 任意のものに変更できます。半角英数記号を入力してください。 

（ユーザー有効期間：ユーザーの有効期間を設定できます。詳細は「・ユーザーの有効期間を

設定したい」をご覧ください。） 

 

④ 

① 

③ 

② 
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パスワード： 変更する場合は、「変更する」にチェックをつけ、任意のパスワードを入力して

ください。パスワードは半角英数記号、4 文字～16 文字で設定してください。 

なお、「パスワードを隠す」を OFF にすると、入力しているパスワードが表示されます。 

（※保存後のパスワードは表示できません） 

 

ここで設定したユーザーID とパスワードを、映像視聴するお客様に通知してください。ク

ラストリーム視聴ページの URL は、ご利用開始時にメールでご案内しています。合わせて

お客様にお知らせください。 

パスワードより下の欄の入力は任意ですので、必要な部分だけ入力してください。あとか

ら誰がこの IDを使っているかわかるように、企業名・担当者名の入力を推奨しております。

より高度な機能については、下記をご参照ください。 

 

 

グループ：ユーザーごとに視聴制限をかけることができます。グループ機能の詳細は「・視聴制

限をかけたい（グループ機能）」をご覧ください。 

※ グループが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考にグル

ープを使用する設定を行ってください。 

 

ユーザーランク・保有ポイント：保有ポイントは 0 ポイント以上を設定してください。ポイン

ト機能およびユーザーランク機能の詳細は「・ポイント機能を使用したい（ポイント機能／ユー

ザーランク機能）」をご覧ください。 

※ ユーザーランク、保有ポイントが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更

したい」を参考にユーザーランクを使用する設定を行ってください。 
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(4) ライブ動画を配信する 

 

ライブ中継を行う方法を紹介します。まずは、管理ツールにてライブ映像情報を登録しま

す。 

 

① 「ライブ映像」タブを選択してください。 

② 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 
 

 

③ 必要事項を入力して、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

① 

② 

③ 
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タイトル：映像のタイトルを入力してください（必須入力）。 

 

公開状況：「公開」にすると、クラストリーム視聴ページに映像が公開されます。「未公開」の状

態で情報を保存すれば、下書き保存の状態になり、クラストリーム視聴ページにはまだ表示され

ません。 

 

配信開始日時、配信終了日時：ライブ中継の開始予定日時と終了予定日時を入力してください

（公開時必須入力）。クラストリーム視聴ページに表示する、ユーザーへの告知用日時です（実

際の中継は、この時間外に行うことも可能ですので、少し早めに始めたり、遅めに終了したりし

ても、システム的には問題ありません）。 

 

録画：配信するライブ動画を録画するかどうか選択することができます。録画する場合、聞こえ

る倍速機能を使いたいときは、「聞こえる倍速を使用する」を選択してください。 

ウォーターマーク：視聴画面にて映像再生時、映像の中にウォーターマーク（透かし）にて

ログインユーザー情報（ユーザーID と現在日時）を表示します。※表示することで画面を

カメラで撮影する等のやむを得ない映像漏えい時にも、どのユーザーがいつの時点の映像

を漏えいさせたかが明らかになるため、漏えい抑止につながる機能です。詳しい設定方法

は「・セキュリティを高めたい（ウォーターマーク機能）」をご覧ください。 

 

概要：映像の紹介文を簡潔に入力してください。映像の一覧画面と詳細画面に表示されます。

100 文字を超える文章にした場合、一覧画面で全文が表示できないことがありますのでご注意く

ださい。 

 

詳細、備考（公開用）：映像の詳細画面に表示されます。映像により詳細な説明文を付加したい

場合は、こちらに入力してください。 

資料ファイル：ユーザーに提供する資料ファイルがある場合、「ファイル選択…」ボタンからフ

ァイルを選択してください。視聴可能な映像の詳細画面に表示されます。１つの映像に対して１

ファイル（最大サイズ 30MB）設定できます。資料ファイルが複数存在する場合は、ファイル

を圧縮して１ファイルにしてください。一度登録しても、「削除」ボタンで削除することが可能

です。 

 

サムネイル：動画一覧画面に表示される縮小画像です。初期画像をご用意しておりますが、任

意の画像が設定可能です。一度登録しても、「削除」ボタンで初期画像に戻すことが可能です。 

 

カテゴリー：映像に対してカテゴリーを設定します。「・カテゴリーで、映像を分類したい」で

作成したカテゴリーが表示されるため、設定したいカテゴリーにチェックをつけてください。１

つの映像に対して１カテゴリーを設定できます。 

 

グループ：映像ごとに視聴制限をかけることができます。グループ機能の詳細は「・視聴制限

をかけたい（グループ機能）」をご覧ください。 

※グループが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考にグルー

プを使用する設定を行ってください。 

 

以上が、ライブ映像情報登録の基本機能です。上記の入力を行うと、クラストリーム視聴

ページのホーム画面・詳細画面で下記のように表示されます。 
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[ホーム画面] 

 

[詳細画面] 

 

より高度な機能を使いたい場合は、下記も入力してください。 

 

映像ポイント：0 ポイント以上を設定してください。ポイント機能およびユーザーランク機能の

詳細は「・ポイント機能を使用したい（ポイント機能／ユーザーランク機能）」をご覧ください。 

※映像ポイントが表示されない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考にポ

イントを使用する設定を行ってください。 
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④ ライブ配信機器に設定が必要な接続先情報を表示し、設定します。 

ライブ配信を行う機材に「クラストリームのライブ配信先」を設定するための方法をご案

内します。 

(1) 登録したライブ情報を選択し、「配信先情報」を表示してください。 

 

 (2)配信先情報を、使用する配信機器に設定します。 

下の画面のように、配信先情報（接続先、ストリーム名）が表示されるので、使用する配

信機器にこれらの情報を設定してください。 

接続先・ストリーム名の値を、右端のボタン からコピーして、機器の設定画面に貼り付

けてください。 

 

 

※パソコンとビデオカメラを、市販のビデオキャプチャで接続して配信したり、Web カメ

ラを使用したりする場合には、無償のライブ配信ソフト OBS Studio をパソコンにインスト

ールしてご利用ください。その他、有償の機材をご利用の場合には、利用する機器を選択

してください。 

※配信機器のご紹介、OBS Studio の使用方法等は、http://dl.classtream.jp/live.html に資料をご用意して

おりますので、ご利用ください。 

 

 一度設定してしまえば、かんたんなのですが、はじめての方は難しい部分ですので、ご

不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。 

 

http://dl.classtream.jp/live.html
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ユーザー管理機能 

・ユーザーがパスワードを忘れてしまった 

 

パスワードは全て暗号化して管理しているため、ユーザーがパスワードを忘れてしまった

場合、管理者もパスワードを参照することはできません。そのような場合は、「(3)ユーザー

情報を変更」を参考に仮のパスワードに変更して、保存してください。 

視聴ユーザーはクラストリーム視聴ページでパスワードを変更することができるため、仮

のパスワードを連絡して、自分で再度パスワードを設定するようにお願いしてください。 

 

 

・ユーザーの有効期間を設定したい 

 

ユーザーID には有効期間を設定することができます。社員の方の入退社や、会員の入退会、

あるいは一時的にお試しのユーザーID を付与する場合などにご利用ください。 

 

① 「ユーザー」タブを選択してください。 

 
 

② 「ユーザー一覧」から、該当のユーザーを選択してください。 

③ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

④ 「有効期間を設定する」にチェックを入れ、有効期間を入力し、 

最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

日付を入力するときは、yyyy/mm/dd の形式で手入力できますが、右横のカレンダーボタン

から選択入力が可能です。時間まで指定できますので、たとえば 10 月一か月間を有効にし

たい場合には、上記のように終了日時を 11/1 の 0 時 0 分にしてください。  

① 

③ 

② 

               

④ 
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・視聴制限をかけたい（グループ機能） 

 

映像ごと、ユーザーごとに、視聴できる映像に制限をかける方法として「グループ機能」

を用意しています。 

ここでは例として、「録画映像 A」を、user0001 さんと user0002 さんからなる「総務部」

グループにのみ視聴できる設定にしてみましょう。 

 

① 「グループ」タブを選択してください。 

「グループ」タブがない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考にグル

ープを使用する設定を行ってください。 

 

② 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ グループ名（今回の例では「総務部」）を入力して、最後に「保存」ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

続いて、「録画映像 A」にグループを設定してみましょう。 

 

④ 「録画映像」タブを選択してください。 

⑤ 該当の録画映像（今回の例では「録画映像 A」）を一覧から選択してください。 

⑥ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ 

② 

① 

④ 

⑥ 

⑤ 
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⑦ グループ：の「グループに所属しているユーザーのみ閲覧可能にする」をチェックして

ください。 

⑧ ③で作成したグループ「総務部」をチェックしてください。 

⑨ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

複数のグループが登録されていて、該当グループを見つけるのが大変な場合は、グループ

名で絞込検索ができます。 

 

これで、「録画映像 A」は、総務部グループのメンバーのみ視聴できる映像に設定されまし

た。ただし、総務部グループにはユーザーが誰も所属していない状況です。次は、ユーザ

ーにグループを設定してみましょう。 

 

⑩ 「ユーザー」タブを選択してください。 

⑪ 該当のユーザー（今回の例では「user01」）を一覧から選択してください。 

⑫ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 
  

⑨ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 
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⑬ グループ：の「所属グループを選択する」をチェックしてください。 

⑭ ③で作成したグループ「総務部」をチェックしてください。 

⑮ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

これで、「user0001」該当ユーザーが総務部に所属し、「録画映像 A」を視聴できる設定に

なりました。 

同じように「user0002」も総務部に所属するように設定してみましょう。 

以上の設定で、総務部ではないユーザーは、動画一覧画面に録画映像 A は表示されないよ

うになります。 

 

  

⑮ 

⑬ 

⑭ 
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・ユーザー情報一覧を抽出したい（ユーザー一覧 CSVエクスポート） 

 

① メニューバーの「ツール」→「ユーザー一覧を CSV エクスポート...」をクリックして

ください。 

 
 

② CSV ファイルの保存場所を選択して｢保存｣をクリックしてください。 

  デフォルトファイル名は｢ユーザー一覧.csv｣となります。※ファイル名変更可 

 
 

③ ｢ユーザー一覧.csv｣を Excel 等のプログラムで開いてください。 
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・ユーザー情報を一括更新したい（ユーザー一覧 CSVインポート） 

 

① 前ページ「ユーザー情報一覧を抽出したい。（ユーザー一覧 CSV エクスポート）」の①

②を行ってください。 

② 保存した｢ユーザー一覧.csv｣を Excel 等のプログラムで開き、更新したいユーザー情報

を入力・保存してください。 

 ※更新可能な項目は次頁を参照してください。 

③ 管理ツールから[ツール]ー[ユーザー一覧 CSV インポート...]をクリックしてください。 

 
 

④ ユーザー情報の上書き確認メッセージにて｢OK｣を選択してください。 

       

 

⑤ CSV ファイル選択にて更新した｢ユーザー一覧.csv｣を選択し｢開く｣をクリックしてく

ださい。 

 

 

⑥ インポートの完了メッセージにて｢OK｣をクリックしてください。 
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[ユーザー情報更新可能項目] 

 

列名 必須 特記事項 

No  * ・編集不可（Key となる値のため、更新は行わないでください） 

ユーザーID  * ・半角英数記号のみ。スペース（空白文字）不可 

パスワード   
・4～16 文字の半角英数記号。スペース（空白文字）不可 

・空欄の場合、パスワードは更新されません 

有効期限開始日時  ・YYYY/MM/DD HH:MM:SS 形式 

有効期限終了日時  ・YYYY/MM/DD HH:MM:SS 形式 

グループ   

・グループ名を入力、複数の場合、セミコロン“;”区切り 

・システム設定でグループを「使用しない」に設定している場合、入

力値は無視されます 

・空欄の場合、所属グループはなしとみなされます 

ユーザーランク   

・ユーザーランク名を入力 

・システム設定でユーザーランクを「使用しない」に設定している場

合、入力値は無視されます 

・入力値が“なし”または空欄の場合、ユーザーランクは「なし」とみ

なされます 

保有ポイント   

・半角数字のみ 

・ユーザーランク設定時は最大ポイント以下 

・システム設定でポイントを「使用しない」に設定している場合、入

力値は無視されます 

次回ポイント加算

日 
  

・YYYY/MM/DD 形式 

・明日以降 

・システム設定でユーザーランクを「使用しない」に設定している場

合、または、ユーザーランク“なし”の場合入力値は無視されます 

契約種別   
・“個人”または“法人”のみ 

・空欄の場合、契約種別はなしとみなされます 

企業名   ・入力値で更新されます 

担当者名   

メールアドレス   

電話番号   

FAX 番号   

備考   ・入力値で更新されます 

 

 

【その他】 

・インポート時に項目中に 1 つでも不正な値が設定されていた場合、 

 エラーメッセージを表示した上でインポートは中断され更新は行われません。 

・1 ファイルでインポートできるのは 5000 ユーザーです。(5000 行 ヘッダー含まず) 

・ヘッダー行のみのファイルはエラーとなります。 

  



 

powered by   

21 

・視聴ユーザーにメールを一括送信したい（パスワード一括発行・送信機能） 

 

視聴ユーザーに、一括でメールを送信することができます。メールの送信先は全ユーザー、

個別選択ユーザー、グループ機能をご利用の場合は、グループ向けに一括メール送信をす

ることができます（グループ機能の詳細は「・視聴制限をかけたい（グループ機能）」をご覧く

ださい）※送信サーバとして設定するプロバイダー（Google[gmail],OCN 等）のセキュリティにより、

本機能を利用できない事例が報告されております。その場合は恐れ入りますが、別途メールソフト等での

ご運用をお願いします。 

 

初回のみメールサーバーの設定が必要です。設定済みの場合は、⑤からご覧ください。 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定」をクリックしてください。 

    

 

② メールサーバーの「設定する」をクリックします。 
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③  送信したいメールの From（送信者）の設定を行います（初回のみ設定必須）。 

 

 

 

④ 「サーバー」タブをクリックして、送信するメールサーバーの設定を行います（初回

のみ設定必須）。設定値が不明な場合は、御社のネットワーク管理者の方にご相談ください。

プロバイダメールやフリーメール等をご利用の場合には、メールソフトで送受信する際の

設定案内をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 名前：メールの From 表示される送信者名です。 

 電子メールアドレス：メールの From に表示される

メールアドレスです。 
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—コラム— 一括でメールを送信すると迷惑メールと判定される場合があります 

メールを一度に大量送信すると、迷惑メールと判断され、相手にメールが届かない場合があります。 

それを避けるために、クラストリームのメール送信機能では、高度な機能として「送信設定」タブを 

ご用意しています。 

迷惑メールと判定されないように、メール送信間隔を長くしたり、連続送信数を少なくしたりする 

ことで、メールが届きやすくなります。ただし、受信側のお客様の環境等の何らかの理由で、メール 

が届かない場合はございますので、ご理解のうえ、機能をご利用ください。また、度重なるメールの 

大量送信はご迷惑となりますので、おやめください。 

 

 

 

 

以上で、メール送信するためのシステム設定は終了です。次は実際にメールを送ってみま

しょう。 
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⑤ メニューバーの「ツール」→「メール送信」をクリックしてください。 

    
 

⑥ 宛先と送信メール内容を設定するため「編集」ボタンをクリックします。 

 

 

⑦ 宛先グループと、送信メール内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。 

 

 

宛先グループ： 「全ユーザー」を選択すると、メールアドレスが入力されている全てのユー

ザーにメールが送付されます。「個別選択」を選択するとメールアドレスが入力されているユー

ザーの中から個別に選択したユーザーにメールが送付されます。グループ機能をご利用のお客様

は、ここでグループ名を選択できますので、送信したいグループ名を選択してください（グル

ープ機能の詳細は「・視聴制限をかけたい（グループ機能）」をご覧ください）。 

※ Cc Bcc を表示 をクリックすると、Cc および Bcc に送るメールアドレスを入力できま

す。本機能を使って送信した際には送信履歴が残りませんので、自身のメールアドレス

を Cc もしくは Bcc に入力して送信することをおすすめします。 

 

件名： 送信するメールの件名です。 
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本文： 送信するメールの本文です。自由にご入力いただくことができます。右側にあるボタン

をクリックすると、「会社名」「担当者名」「ユーザーID」「パスワード」を本文に挿入できます。 

挿入したい場所にカーソルを合わせてから、ボタンをクリックしてください。<<>>に囲まれた

部分に、入力されている情報が挿入されます。 

パスワード： 「パスワードを自動発行」をチェックすると、「パスワード」を本文に挿入

し、同時にパスワードを、数字と英小文字８文字の組み合わせで自動生成して、 

      該当ユーザーに設定を行います。 

※ユーザー情報画面、CSV インポート機能で更新したパスワードは既に暗号化され復元 

できませんので、メール中にパスワードを表示したい場合は、本画面でパスワードを 

自動発行してください。 なお、パスワードを変えたくないユーザーに「パスワードを自動

発行」をチェックし<<パスワード>>を本文に挿入してメールを送付してしまうと、意図せ

ずにユーザーのパスワードが変更されてしまいますので十分注意してください。全ユーザー

に送信すると、全ユーザーのパスワードが変更されてしまいます。 

 

※個別選択によるメール送信ユーザーの選択方法 

 1） 宛先グループにて｢個別選択｣を選択すると、右側に「ユーザー選択」ボタンが表示されます。 

2） 「ユーザー選択」ボタンをクリックすると、ユーザー選択画面が表示されます。 

 

3） ユーザー選択画面にてメールを送信するユーザーにチェックをつけてください。 

メールアドレスが未設定のユーザーを選択することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）

① 

2）

② 
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 4） 選択終了後、｢保存｣ボタンをクリックしてください。 

⑧ 「送信」ボタンをクリックするとメール送信を開始します。注意文言を確認して、「OK」

をクリックしてください。 
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・ポイント機能を使用したい（ポイント機能／ユーザーランク機能） 

 

クラストリームでは、「ポイント機能」および「ユーザーランク機能」を用意しています。 

「ポイント機能」とは、ユーザーには利用可能なポイントを、映像には視聴に必要なポイ

ントを設定し、ユーザーは映像をポイントで購入する仕組みです。 

「ユーザーランク機能」とは、毎月一定のポイントをユーザーに付与する機能です。 

 

ここでは、「ユーザーランク機能」の設定方法を説明します。 

 

① 「ユーザーランク」タブを選択してください。 

「ユーザーランク」タブがない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考

にユーザーランクを使用する設定を行ってください。 

 

② 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ 必要事項を入力して、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

ユーザーランク名： 任意の名称を設定してください。 

付加ポイント：毎月付与されるポイント数です。入会日（ユーザーの作成日）を基準に、1

ヶ月ごとにポイントが加算されます。  

最大ポイント：このランクに所属するユーザーが保有できる最大ポイント数です。上記入

力例の場合、ユーザーは最大 3 ヶ月分のポイントを繰り越し保有することができます。も

し、付加ポイントと最大ポイントを同数に設定すれば、ポイントが繰り越しできない設定

となります。最大ポイントは、必ず付加ポイント以上のポイント数を設定してください。  

 

 

 

 

 

 

①～③でユーザーランクを作成した後は、該当ユーザーにユーザーランクを設定します。 

③ 

① 

② 
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④ 「ユーザー」タブを選択してください。 

⑤ 該当のユーザーを一覧から選択してください。 

⑥ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

⑦ ユーザーランク：に③で作成したユーザーランクを設定してください。 

保有ポイント：に初期ポイントを設定してください。 

ユーザーランクを変更しても、ポイントの付与は次回ポイント加算日（ユーザー作成日か

ら計算して、n ヶ月後）から開始します。そのため、初期ポイントとしてポイントを付与す

る場合は、「保有ポイント」欄にポイントを入力してください。 

 

⑧ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、映像にポイントを設定してみましょう。 

 

⑧ 

⑦ 

④ 

⑥ 

⑤ 
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⑨ 「録画映像」タブか「ライブ映像」タブを選択してください。 

⑩ 該当の映像を一覧から選択してください。 

⑪ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

⑫ 「映像ポイント」に任意のポイント数を設定してください。 

⑬ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

この操作で、この映像を見るには、100 ポイントが必要になります。ユーザーがポイントを

使用して映像を購入すると、あわせて設定した視聴可能日数だけ、映像を視聴することが

できます。 

 

  

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑬ 

⑫ 
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・ポイント機能のポイント付与を任意のタイミングとしたい 

 

「・ポイント機能を使用したい（ポイント機能／ユーザーランク機能）」を利用すると、毎

月必ずポイントを付与する仕組みとなりますが、「入会した時だけポイントを付与したい」、

あるいは「任意のタイミングでお客様にポイントを付加したい」という場合もあるでしょ

う。 

ここでは、「無料会員」になれば 100 ポイントだけ使用できるという場合を例にとって説明

します。 

 

① 「ユーザーランク」タブを選択してください。 

「ユーザーランク」タブがない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考

にユーザーランクを使用する設定を行ってください。 

 

② 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ 加算ポイントに「0」、最大ポイントに「100」を設定して、最後に「保存」ボタンをク

リックしてください。 

 

 

 

最大ポイントは、そのユーザーが保有できる最大のポイント数です。入会時以外にも、さ

らにポイントを追加できる設定にしたい場合は、最大ポイントに大きい数字を設定してお

いてください。 

 

④ 「ユーザー」タブを選択してください。 

⑤ 該当のユーザーを一覧から選択してください。 

⑥ 「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

③ 

① 

② 
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⑦ ユーザーランク：に③で作成したユーザーランク（今回の例では「無料会員」）を設定

してください。 

保有ポイント：に「100」を入力してください。 

⑧ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

以上の設定で、user01 は毎月のポイントは付与されない無料会員ですが、入会時に 100 ポ

イントが付与され、お試しで100ポイント分の映像を見ることができるようになりました。 

 

⑦ 

⑧ 

④ 

⑥ 

⑤ 
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・ユーザーを複数名で分担して管理したい（ビジネスプラン以上） 

 

ビジネス、専用サーバプランでは、副管理者機能を使うことができます。副管理者機能を

利用すると、あらかじめ設定されたユーザーの管理を管理者（admin）以外の人でも行うこ

とができるようになります。ユーザー情報の登録や編集、削除などを複数名で分担して行

いたい場合に便利な機能です。 

① admin で管理ツールにログインし、「ユーザー」タブを開いて、副管理者にしたいユー

ザーを選択し、編集をクリックしてください。 

user0002 を副管理者に設定したい場合は、下の画面のようにユーザー一覧の user0002 を

選択し、編集をクリックしてください。 

 

② 「副管理者権限」の「ユーザーの管理を行う（親ユーザーになる）」を選択し、保存を

クリックしてください。 

 

以上で副管理者の設定は完了です。
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・副管理者が管理したいユーザーの設定方法（ビジネスプラン以上） 

① admin で管理ツールにログインし、「ユーザー」タブを開いて、新規をクリックしてく 

ださい。 

 

 

新規をクリックすると、下の画面になります。 

 

② 親ユーザーとユーザー数、初期パスワードを設定します。 

「親ユーザー」では、ユーザーを設定したい副管理者（仮に user0002 とします）を選択し

ます。「ユーザー数」では、管理したいユーザー数を選択してください。右側の（）内に設

定可能人数が表記されるので、可能人数を超えないように選択してください。「初期パスワ

ード」とは、副管理者がユーザー情報を編集する際に必要となるパスワードなので、忘れ

ないように気を付けてください。 

上記の 3 つの項目を入力しましたら、追加をクリックしてください。 
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副管理者が設定されると、次の画面のように「ユーザー一覧」の副管理者に設定したユー

ザー名の下に、②で追加されたユーザー名が表記されます。 

 

 

また、副管理者のユーザーID で管理ツールにログインすると下の画面のようになります。 

編集をクリックすると、副管理者からもユーザー設定を変更することができます。 

詳しくは、ユーザー副管理者用のマニュアル（http://bit.ly/2QboiqE）をご参照ください。 

 

 

 

 

http://bit.ly/2QboiqE
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・マルチアカウント機能について（スタンダードプラン以上） 

 

クラストリームでは、セキュリティを高めるため、基本的に 1 つのユーザーID からは、同

時に 1 人しか視聴することができません。使用中のユーザーID でログインすると、それま

で使用していたユーザーは自動的にログアウトされ、視聴できなくなります。しかし、「同

店舗の社員が、全員同じユーザーID で動画を視聴できるようにしたい」「グループごとに、

同じユーザーID でログインできるようにしたい」という場合もあるかと思います。そのよ

うなときに便利な機能がマルチアカウント機能です。マルチアカウント機能を使用すると、

同じユーザーID で同時に複数の人が動画を視聴できるようになります。ユーザーの人数が

多く、個々にユーザーID を設定するのが難しい場合はぜひご検討ください。マルチアカウ

ント機能をご希望の際は、下記までお問い合わせください。 

株式会社アイ・ピー・エル  クラストリーム担当   

E-mail： info@classtream.jp   TEL:  046-295-3971  (平日 10:00～17:00) 

mailto:info@classtream.jp
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コンテンツ（映像）管理機能 

・映像を一般公開したい（スタンダードプラン以上） 

 

「クラストリーム」は映像を視聴するためにログインが必要な「限定公開」が初期設定と

なっていますが、スタンダードプランにお申込みのお客様のみご利用いただける機能とし

て、映像を「一般公開」することができます。 

 

録画映像の新規／編集画面の公開対象で「一般公開」をチェックしてください。 

 

 

限定公開 → 映像を視聴するために、必ずユーザーID/パスワードでログインする必要が 

あります。「クラストリーム」の標準的な機能です。 

一般公開 → ログイン不要で、映像を一般公開します。誰でも映像を視聴できるようになりま

す。グループ機能など限定公開のための機能は無効になりますのでご注意ください。 

 

一般公開に設定した映像を、視聴者に案内する方法はいくつかあります。下記を参考にし

てご利用ください。 

 

・ 映像一覧に表示する ※視聴ページの初期画面がログイン画面になっている場合は、

「視聴ページの初期画面を変更したい」 から初期画面を映像一覧画面にしてください。  

※映像一覧に「限定公開」映像と「一般公開」の映像が混在する場合、どれが一般公開

の映像か視聴者はわかりませんので、映像の「タイトル」や「概要」などでご案内をお

願いします。 

 

・ ダイレクト URL で一般公開動画をメール、御社ホームページ等で案内する。 

※ダイレクト URL については、「1 つの映像に直接リンクする URL を確認したい」 を

ご覧ください。 

 

・ 埋め込みプレイヤー で一般公開動画を御社ホームページ上に配置する。 

  ※埋め込みプレイヤーについては、「ブログやホームページに映像を貼り付けたい（ク

ラストリームミニの使い方）」 をご覧ください。 
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・コンテンツ（映像）を複数名で管理したい（ビジネスプラン以上） 

ビジネス、専用サーバプランでは、副管理者機能を使うことができます。副管理者機能を

利用すると、コンテンツの管理を管理者（admin）以外の人でも行うことができるように設

定できます。コンテンツ（映像）の登録などを複数名で行いたい場合に便利な機能です。 

① admin で管理ツールにログインし、「ユーザー」タブを開いて、副管理者にしたいユー

ザーを選択し、編集をクリックしてください。 

user0001 を副管理者に設定したい場合は、下の画面のようにユーザー一覧の user0001 を

選択し、編集をクリックしてください。 

 

② 副管理者にしたいユーザーのグループを設定してください。 

副管理者は、自身が所属しているグループ内のコンテンツ（映像）のみ、管理することが

できます。他グループのコンテンツは管理することができません。それらを踏まえた上で、

グループを選択してください。 

 

③ 「副管理者権限」の「録画映像の管理を行う」を選択して、保存をクリックしてくださ

い。 

 



 

powered by   

38 

以上で、副管理者の設定は完了です。設定後、副管理者のユーザーで管理ツールにログイ

ンすると下の画面になります。 

 

 

 

このように副管理者に設定すると、「録画映像」タブのみが表示され、コンテンツ（映像）

を新規で登録したり、編集、削除したりすることができます。 

副管理者の方には、コンテンツ副管理者用マニュアル（http://bit.ly/2LMqUN8）をご案内

ください。 

 

http://bit.ly/2LMqUN8
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・おすすめの映像を設定したい（ピックアップ機能） 

 

録画映像の新規／編集画面のピックアップをチェックすると、クラストリーム視聴ページ

のホーム画面にピックアップとして表示されます。 

 

 

ピックアップはクラストリーム視聴ページに最大で 10 件表示されます(初期設定 3 件)。 

(ピックアップの表示件数は変更が可能です。詳しくは、「・映像の並び順を変えたい」をご覧く

ださい。）ピックアップを設定した場合のイメージは下記のようになります。 

 

[ホーム画面] 
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・サムネイル（映像一覧に表示される縮小画像）を作成したい 

 

録画映像のサムネイルは、画像ファイルを登録することで設定できますが、登録する録画

映像の中からサムネイルを作成することができます。 

 

①  「録画映像」タブから該当の映像を選択し、映像ファイルをアップロードしてくださ

い。 

 

※新規登録時、映像ファイルの形式が mp4 の場合のみ、当機能はご利用いただけます。 

 それ以外のファイル形式の場合には、いったん映像ファイルを保存し、サーバ側での映

像ファイルの変換が終了（生成済）になるのを待って、編集画面から下記手順の実施をお

願いします。 

 

②  「サムネイル：」の「映像から作成」ボタンをクリックしてください。 

 

③  プレビュー画面が表示されますので、サムネイルにしたい位置で、中央のカメラアイ

コンをクリックしてください（プレビュー画面内のどこをクリックしても OK です） 

※プレビュー画面下の一時停止ボタンや、スライダーを利用して位置を合わせてください。 

 

 

④ 戻った画面にて、意図したサムネイル画像になっているか確認してください。登録する
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場合には、「保存」ボタンを押して録画映像情報を保存してください。 
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・資料と動画を並べて表示して配信したい 

「PDF 連携」とは、作成した資料を映像とともに並べて表示することができる機能のこと

です。この機能を使用するには、パワーポイントなどで作成した資料を PDF ファイルに変

換する必要があります。これらを設定することで、下の画面のように動画だけでは伝える

ことが難しい内容をより明確にして配信することができます。 

 
また、視聴者は動画を視聴しながら、手動で自分の見たいスライドに移動することができ

ます。 

① 映像一覧から資料と同期させたい動画を選択し、「編集」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

② PDF 連携の PDF ファイルで「ファイル選択」をクリックしてください。 
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「ファイル選択」をクリックすると次の画面が出るので、動画と並べて表示させたい PDF

ファイルを選択して「開く」をクリックしてください。 

 

 

 

 

PDF 連携が設定されると、上の画面のように(設定済み)と表記されます。 

 

③ 「保存」をクリックしてください。 

 

以上で設定は完了です。



 

powered by   

44 

・動画と資料を同期させて、動画に合わせて PDF資料のページを自動で切り替えたい 

あらかじめ設定を行うことで、映像に合わせて資料のページを自動で切り替わるようにす

ることができます。この機能を設定することで、動画を視聴しながら資料にスムーズに目

を通すことができます。 

① サンプルのファイル(http://bit.ly/2WAsaDI)を参考に、同期させたい PDF 資料の各チャ

プターのタイトルやページを切り替えるタイミングなどの必要項目を入力します。 

 

入力内容は以下の通りです。 

A 列：チャプタータイトル 

※チャプタータイトルが空欄の場合は画面上のチャプター一覧に表示されませ

ん。自動ページ切り替えは機能します。 

B 列：動画の再生時間 ※秒数(SS)、分数:秒数(MM:SS)、時間:分数:秒数(HH:MM:SS) 

のいずれかでご入力ください。半角数字、:（コロン）も半角でご入力ください。 

C 列：PDF のページ番号（半角数字） 

 

上記の項目を入力しましたら、パソコン上に CSV 形式で保存をしてください。 

 

② 映像一覧から PDF 連携をしたい動画を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

http://bit.ly/2WAsaDI
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③ PDF 連携のチャプター情報の「ファイル選択」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

ファイル選択」をクリックすると次の画面が出るので、①で作成した専用ファイルを選択

して「開く」をクリックしてください。 

 
 

 

④ 最後に「保存」をクリックしてください。 
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・カテゴリーで、映像を分類したい 

 

「カテゴリー」は、配信する映像を分類するものです。映像に「カテゴリー」を設定して

おくと、ユーザーがどんな映像か一目でわかり、検索にも使用できるようになります。こ

こでは、新規カテゴリーの作成方法をご案内します。 

 

① 「カテゴリー」タブを選択してください。 

「カテゴリー」タブがない場合、「・管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考にカ

テゴリーを使用する設定を行ってください。 

 

 

② 「カテゴリー一覧」の一番上、（ルート）と表示されている部分を選択してください。 

ルートを選択していると、一番上の階層の親カテゴリーを作成できます。 

③ 「新規」ボタンをクリックしてください。 

 

④ 「カテゴリー名」を入力してください。 

 
「カテゴリー名」に作成するカテゴリー名を入力してください。10 文字以内を推奨してい

ます（それ以上の文字数は、視聴ページで切れて表示される場合があります）。 

※親カテゴリー名が（ルート）となっているのは、一番上のカテゴリーという意味です。 

⑤ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

① 
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以上の設定で、カテゴリーが作成できました。これで、録画映像、あるいはライブ映像登

録時に、カテゴリーが設定できるようになります。 
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・「聞こえる倍速」機能を使って、映像を聞き取りやすく倍速再生させたい 

 

クラストリームでは独自技術を使い、通常の倍速再生よりも聞き取りやすく倍速再生がで

きる「聞こえる倍速」機能を提供しています。 

 

「聞こえる倍速」機能は、音声と音声の間にある「間（ま）」を削除することにより、聞き

取りやすい倍速再生を実現しています。BGMが流れているなど、常に音が流れている状態

の映像では、うまく動作しませんのでご注意ください。研修映像や資格講座など長い映像

を効率良く視聴できる機能として、ぜひご利用ください。 

 

ここでは、「聞こえる倍速」の設定方法をご案内します（録画映像ファイルを新規アップロ

ードする時のみ設定が可能です）。 

 

 

① 「録画映像」タブから該当の映像を選択し、映像ファイルをアップロードする時に、 

「聞こえる倍速」コンテンツの使用 にチェックを入れてください。 

 

 

上記、「聞こえる倍速コンテンツの使用」チェックボックスが表示されていない場合、「・

管理ツールのシステム設定を変更したい」を参考に、「聞こえる倍速」機能を使用する設定

を行ってください。 

 

 

②「保存」ボタンをクリックして、録画映像を保存してください。 
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③ 保存した直後は、聞こえる倍速ファイルが「生成処理中」となっています。 

画面左上のファイルメニュー -> 更新より、画面を更新するか、 

管理ツールに再度ログインして、「生成済」となっていると、 

そのコンテンツで、「聞こえる倍速」が利用できるようになります。 

 

 

 

 

 【生成処理の待ち時間について】 

  倍速再生コンテンツの生成には待ち時間が発生します。 

  変換元の映像品質・再生時間にもよりますが、1 本あたり 1～2 日程度かかる場合 

があります。また、変換処理が集中しますと、その分、変換完了までにお時間が 

かかりますので、録画映像の登録は、可能な限り、少しずつに分けて 

ご登録いただくようご協力をお願いいたします。 

 

  倍速再生コンテンツの生成が完了するまでの間は、登録したオリジナル映像や、 

通常の倍速再生の視聴は可能ですが、聞こえる倍速の再生メニューが出ない動作と 

なりますので、ご注意ください。 
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【聞こえる倍速の視聴方法】 

 

① 視聴プレイヤーの右側の歯車アイコン（設定ボタン）をクリックしてください。 

② 速度 をクリックしてください。 

 

 

③ 右横に耳アイコンが出ているのが「聞こえる倍速」です。1.5 倍と 2.0 倍をご用意して

います。上部の選択メニューは通常の倍速再生です。 
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・視聴時に、画質を選択させたい 

 

クラストリームでは「アダプティブビットレート」と呼ばれる自動画質選択機能をご提供

しており、視聴者が視聴している回線速度の状況によって、自動で画質を切り替え、なる

べく映像が途切れないように、視聴ができるようになっています。 

 

この機能は、初期設定で ON になっていますので、管理者様で何か作業をする必要はあり

ません。ただ、「アダプティブビットレート」は仕組み上、録画映像登録時、サーバー上で、

低い画質の動画ファイルをいくつか生成し、その動画ファイルを元に切り替えを行う機能

であるため、その分、動画の保存容量を消費します。本機能の利用を希望されない場合に

は、問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。 

 

ここでは、画質選択の仕組みについてご案内します。 

 

 

①「録画映像」タブから、録画映像の登録を行うと、映像ファイル欄にアダプティブビッ

トレートファイル「生成処理中」と表示されます。 

 

 

 
 

 

 生成処理中の間は元映像の視聴を行うことができますが、画質選択はできない状態です。 

 

 

②画面左上のファイルメニュー -> 更新より、画面を更新するか、管理ツールに再度ロ

グインして、「生成済」となっていると、そのコンテンツで、「画質選択」が利用できる

ようになります。 
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【生成処理の待ち時間について】 

画質選択のため、複数画質のファイルを生成する処理には待ち時間が発生します。 

変換元の映像品質・再生時間にもよりますが、1 本あたり 1～2 日程度かかる場合がありま

す。また、変換処理が集中しますと、その分、変換完了までにお時間がかかりますので、

録画映像の登録は、可能な限り、少しずつに分けてご登録いただくようご協力をお願いい

たします。 

 

  アダプティブビットレートの生成が完了するまでの間は、登録したオリジナル映像 

のみ視聴が可能です。高品質の映像をアップロードすると、それだけアップロードや 

変換時間が長くなりますので、お手元で一度画質を下げることもおすすめしています。 

 

画質・解像度の変換には、推奨の変換ツールを XMedia Recode（無償）をご利用ください。 

http://dl.classtream.jp/xmedia.pdf  

 

 

【画質選択方法】 

視聴ページから視聴時、初期設定では「自動」が設定されていますので、視聴者の回線速

度等によって、自動で画質が切り替わり、なるべく途切れないように再生がされます。 

 

回線速度は良好でも、パソコンやモバイル端末の性能やご利用状況により映像が途切れて

しまう場合や、データ通信量を抑えたい等の場合、視聴者はご自身で画質を選択すること

も可能です。 

 

① 視聴プレイヤーの右側の歯車アイコン（設定ボタン）をクリックしてください。 

② 品質 をクリックしてください。 

 

 

 

http://dl.classtream.jp/xmedia.pdf
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③ 選択メニューから画質を選択してください。元映像の解像度により、画質を最適化し

ています。 

 

 

項目 解像度 ビットレート ※ 

1080p(フル HD) 1920×1080 約 2Mbps～4Mbps 

720p(HD) 1280×720    約 1Mbps～2Mbps 

360p 640×360   約 500Kbps（0.5Mbps） 

 

※ビットレートとは 1 秒間に流れるデータ量を表す値で、動画の画質を表す数値がいくつ

かある中で、最も全体画質に影響を与える値です。 

高い方が、より高画質になりますが、インターネット配信においては、あまりにビットレ

ートが高い動画は、流れるデータ量が多くなるため、視聴が途切れてしまったり、再生が

始まらなかったりといったトラブルの元ともなります。 

 

そのため、クラストリームでは、元映像の解像度を元に、画質を最適化して配信を行って

います。 

 

また、クラストリームはフル HD での配信が可能ですが、モバイルの古い端末などでは、

フル HD 以上の動画の再生が始まらない等の事象が報告されています。視聴できないトラ

ブルが多い場合は、HD 画質（1280×720）程度に、元映像の画質を下げることもおすすめ

しています。 

 

画質・解像度の変換には、推奨の変換ツールを XMedia Recode（無償）をご利用ください。 

http://dl.classtream.jp/xmedia.pdf   

http://dl.classtream.jp/xmedia.pdf
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・映像を有料で販売したい 

 

「クラストリーム」では 1 つの動画（録画映像、あるいはライブ映像）に価格を設定して、

視聴者に有料で販売することができます（ユーザーID への課金機能ではありませんのでご

注意ください）。課金機能は「PayPal」という決済システムを利用しています。新規で課金

機能をご利用のお客様は PayPal にて「ビジネスアカウント」と呼ばれる口座開設の手続き

が必要となります。お手数ですが、下記よりお手続きをお願いします。 

 

PayPalとは 

PayPal（http://paypal.jp/）は、世界 2億人以上、1500万店舗以上で利用されている世

界的に実績のある決済システムです。利用者は、クレジットカード情報や口座情報を PayPal

にのみ登録することで、インターネット上のオンラインショップでの決済時には、お店に

クレジットカード情報を知らせずに、買い物をすることができ、高度なセキュリティを保

持することができます。  

（１）PayPalページより「新規登録」→「ビジネス」（今すぐ登録）を選択し、ビジネス

アカウントの開設をお願いします。 →PayPalページはこちら（http://www.paypal.jp/jp/） 

※PayPalビジネスアカウント開設についての詳しいご説明はご案内ページ 
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/merchant/how-to-signup-businessをご覧くだ

さい。 

  

※ビジネスアカウント開設は無料ですがお客様の本人確認手続きが必要です。販売時にか

かる手数料等のご説明は、（４）をご覧ください。 

 

 

 

 

（２）口座登録が完了したら、管理ツールからシステム設定を行います。 

 

①メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
 

 

 

 

http://paypal.jp/
http://www.paypal.jp/jp
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/merchant/how-to-signup-business
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/merchant/how-to-signup-business
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②システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

③PayPalによる課金を「使用する」、PayPalアカウントに（１）の登録時に入力したメー

ルアドレスを入力してください。（問い合わせ先欄は、PayPalにて購入した人への案内メ

ール最下部に表示しますので、貴社の問合せ窓口をご入力ください） 

 

④同じシステム設定画面から、「視聴ページの初期ページ画面」を「映像一覧画面」に設

定してください。 

 

 

（４）以上の設定を行うと、「録画映像」あるいは「ライブ映像」の入力画面に"価格"と

いう入力欄が表示されます。  

 

ここで設定した価格にて、映像を販売できます。※会員限定の映像とする場合（非会員に

販売しない場合）は、先頭のチェックをはずしてください。 

※最低販売価格は 200 円となります。 
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お客様の PayPal口座に入金されるのは、販売価格からシステム利用料・決済手数料を差し

引いた金額となります。 

・システム利用料： 

     販売価格×20% （ただし 200円未満の場合は一律 200円） 

・決済手数料：  

    （販売価格―システム利用料）×3.6%＋40円 

    ※決済手数料が、手数料差引額を上回る場合は、切り捨てとなります。 

 

下記に設定した販売価格と、手数料差引額（お客様の PayPal口座に入金される金額）の例

を掲載します。  

  

（５）PayPal口座の入金状況は、PayPalページにログインして確認できます。また、管理

ツール「ツール」メニューから購入履歴をダウンロードすることができますので合わせて

ご利用ください。 
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・1つの映像に直接リンクする URLを確認したい 

 

クラストリームで設定した録画映像、あるいはライブ映像の一つに、直接誘導したい場合、

全ての映像に、直接リンクする URL が設定されています。ここでは、その確認方法をご案

内します。 

 

映像一覧から、確認したい映像を選択し、「この映像へのリンク URL」ボタンをクリックし

てください。URL が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

この URL をブラウザに、コピー＆貼り付けすると、直接映像の再生画面（ログイン画面→

ログインすると映像再生）に遷移します。 
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・ブログやホームページに映像を貼り付けたい（クラストリームミニの使い方） 

 

録画映像や、ライブ映像の一つをブログやホームページに埋め込みたい場合、管理ツール

から埋め込みコードを発行することができます。この埋め込みプレイヤーはクラストリー

ムミニといいます。ここでは、その使い方をご案内します。 

 

①映像一覧から、埋め込みたい映像を選択し、「この映像の埋め込みコード」ボタンをクリ

ックしてください。 

  

 

 

②設定画面では、トップ画面の表示内容（埋め込みプレイヤーの初期表示に、ログインを

表示するか、サムネイル[映像一覧の縮小画像]を表示するか）、自動再生の有無、ミュート

再生の有無、再生開始時間（再生開始時間を秒数で指定）が選択できます。選択が終わっ

たら、「クリップボードにコピー」ボタンを押してください。 
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③コピーした埋め込みコードをブログやホームページに HTML タグとして貼り付けると、

該当映像のプレイヤーを埋め込むことができます。 

 

 

トップ画面を「サムネイル」にした場合は、再生ボタンを押すと、ログイン画面が表示

されます。また、グループ（視聴権限）設定等にかかわらず、貼り付けしたホームページ

を見られる方であれば、この埋め込みプレイヤーのトップ画面を見ることができますが、

該当映像を視聴できるユーザーID・パスワードでログインしないと、映像を再生すること

はできません。 
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・映像の説明文に文字装飾やハイパーリンクを設定したい（リッチテキスト機能） 

 

クラストリームの視聴ページの映像詳細画面で映像を説明する文章を入力する「詳細」欄、

および「備考」欄の文字を装飾したり、リンクを設定したりすることができます。 

 

① 「録画映像」タブか「ライブ映像」タブを選択してください。 

② 該当の映像を一覧から選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。 

 
 

①  「詳細」または「備考」の、「リッチテキスト形式」をクリックしてください。 

 

【文字を装飾したい場合】 

④ 文字を装飾入力したい箇所を選択してください。 

⑤ 上部のボタンから、文字の種類・大きさ・色・装飾などを選んでください。 

 

 

 

④ 

⑩ 

⑤

④ 

⑩ 
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【ハイパーリンクを設定したい場合】 

⑥ リンクをかけたい箇所を選択してください。 

⑦ リンク先の URL を入力してください。 

⑧ 「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

以上で、視聴ページの映像詳細画面（再生画面の下部に説明文が表示されている部分）の

詳細や備考欄の表示が変更されます。 

 

 

 

  

⑥

④ 

⑩ 

⑦ 

⑩ 

⑧ 

⑤

④ 

⑩ 
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・長い録画映像にチャプター（区切り）をつけたい 

「チャプター」とは、映像の区切りのことをいいます。 

1 時間など、長い映像のとき、映像の途中にチャプターを設定しておくことで、視聴者は 

見たいシーンをピンポイントで視聴することができます。ここではその設定方法をご案内

します。 

 

①「録画映像」タブを選択してください。 

②該当の映像を一覧から選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。 

 
 

③「詳細」または「備考」にチャプタータイトルとリンクを表示できます。どちらか表示

させたい項目の、「リッチテキスト形式」をクリックしてください。 

 

 

④チャプターの内容を表すタイトルを記入します。 
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⑤④で入力したタイトルの文字を選択し、上のテキストボックスに 

「event:chapter( 開始時間 )」 と入力して、Enter キーを押します。 

 

 

 

 

※以上で、タイトルをクリックすると、指定時間から再生できるようになりますが、テキ

ストに色をつけたり、下線を引くとリンクがついていることが分かりやすくなります。 
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⑥最後に、左上の「保存」ボタンを押してください。 

 

 

視聴ページでは、設定した映像の「詳細」もしくは「備考」欄に、下記のように表示され、

視聴者はリンクをクリックすることで、見たいところから映像を視聴することができます。 

 

 

 

・録画映像中にメッセージやリンク URLを出したい（メッセージ通知機能） 

クラストリームでは、録画映像中の任意のタイミングにメッセージとリンク URL を表示し

て、別のホームページに誘導する機能として、メッセージ通知機能をご用意しています。 

別途作成したアンケートやテストのページ、商品案内のホームページ等に誘導する機能と

してご利用ください。 

 

①「録画映像」タブを選択してください。 

②該当の映像を一覧から選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。 

 
 

③画面最下部にて、「メッセージ通知機能を表示する」にチェックを入れ、「設定」ボタン

をクリックしてください。 
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④表示するメッセージとリンク URL を設定します。 

 

 

※ メッセージはフォント・フォント色・フォントサイズの指定ができますが、背景が黒色

になりますので、白字が初期設定になっています。黒色に近いフォント色ですと、見え

づらくなりますのでご注意ください。 

 

 【文字を装飾したい場合】 

・文字を装飾入力したい箇所を選択してください。 

・上部のボタンから、文字の種類・大きさ・色・装飾などを選んでください。 
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⑤メッセージを表示するタイミングを設定します。スライダーの位置をメッセージ表示し

たいタイミングに合わせて、「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

⑥最後に、編集画面左上の「保存」ボタンを押してください。 

 

 

視聴ページでは、設定したタイミングで、下記のようなポップアップメッセージが表示さ

れます。 
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・映像情報をコピーしたい 

 

以前入力した映像情報をコピーして、新しい録画映像、あるいはライブ映像情報を入力し

たい場合のために、コピー機能を用意しています。コピー機能は 3 種類あります。 

 

1. 録画映像情報→録画映像情報のコピー 

 

「録画映像」タブからコピーしたい映像情報を選択して、「コピーして新規」ボタンをクリ

ックすると、映像情報がコピーされた状態で「録画映像」編集画面が起動します。ただし、

映像ファイルはコピーされません。 

なお、「保存」ボタンをクリックしないと、データは保存されませんのでご注意ください。 

 

2. ライブ映像情報→ライブ映像情報のコピー 

 

「ライブ映像」タブからコピーしたい映像情報を選択して、「コピーして新規」ボタンをク

リックすると、映像情報がコピーされた状態で「ライブ映像」編集画面が起動します。 

なお、「保存」ボタンをクリックしないと、データは保存されませんのでご注意ください。 

 

3. ライブ映像情報→録画映像情報のコピー 

 

「ライブ映像」タブからコピーしたい映像情報を選択して、「コピーして新規（録画）」ボ

タンをクリックすると、映像情報がコピーされた状態で「録画映像」編集画面が起動しま

す。ライブ配信した映像を録画した場合でも、自動では録画映像として再配信できません。 

本機能を利用して映像情報をコピーして、録画した映像ファイルをアップロードすると、

すぐに録画映像の公開が可能です。 
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・映像を変更したい、削除したい 

 

一度もユーザーに公開していない「未公開」の映像情報は自由に編集可能ですが、いった

ん公開状況を「公開」にしてしまったら、既にその映像を視聴したり、購入したりしてい

るユーザーがいるかもしれません。映像情報や映像ファイルの変更・削除には細心の注意

を払う必要があります。 

 

・録画映像／ライブ映像情報の変更 

間違った映像情報を登録した場合、すぐに変更することができますが、現在ログイン中の

ユーザーは再度ログインしないと情報が変更されません。また、講師の変更やライブ中継

日時の変更など、購入済みユーザーに告知すべき変更については、別途メール等の手段で

周知対応をお願いします。 

 

・録画映像ファイルの変更 

その映像を視聴中のユーザーがいた場合、再生が停止してしまいます。映像視聴ページを

再読み込みしたり、再度ログインしたりすれば、新しい映像を視聴可能ですが、公開後す

でに購入しているユーザーがいる場合、余程のことがない限り映像ファイルの変更は控え

ましょう。 

 

・録画映像／ライブ映像の削除 

「録画映像」タブや「ライブ映像」タブで映像を選択して、「削除」ボタンをクリックする

と、その情報はもう復元することができません。 

 
 

公開後の映像を緊急で非公開にしたい場合、まず公開状況を「未公開」にしましょう。 

 
 

以上の設定で、既に該当映像を購入済みのユーザーも含めて、クラストリーム視聴ページ

から視聴できなくなります。購入したユーザーがいるかどうかを確認する手順は、「・購入

履歴を確認したい」を参照してください。ユーザーの保有ポイントは「ユーザー」タブよ

り変更できますので、該当ユーザーへ連絡のうえ、ポイントを返却する等の対処が必要と

なります。 
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・映像の並び順を変えたい 

 

視聴ページの映像の表示順や、管理ツールの表示順を設定することができます。 

 

① メニューバーの「編集」→「並び替え編集…」をクリックしてください。 

 
 

② ピックアップは右側の矢印ボタンで並び替えることができます。またピックアップ表

示件数ではピックアップに表示する映像の件数を設定することができます。 

ピックアップの表示件数は最大で 10 件までとなります(初期設定 3 件)。録画映像とラ

イブ映像の並び順はそれぞれリストに表示される項目から選択し、最後に「保存」ボ

タンをクリックしてください。 
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以上の設定で、視聴ページの映像の並び替えが出来ます。 

視聴ページを既に表示していた場合は、ブラウザの「再読み込み」で更新してください。 

なお、本画面で行った設定で、管理ツールの録画映像一覧、ライブ映像一覧も並び替えら

れます。 

 

並び順についての詳細は、下記もご覧ください。 

 

【ピックアップについて】 

録画映像登録画面で、「ピックアップ」にチェックがされている映像が全て本画面に 

表示されます。視聴ページの「ホーム」画面には、ピックアップ表示件数で設定した 

件数分表示されますが、グループ機能で視聴権限を設定している場合など、 

ログインしているユーザーによって、表示される上位のピックアップ映像が異なり 

ますのでご注意ください。 

例えば、ピックアップ表示件数が 3 件の場合、上位 3 件の映像が、userA さんが 

視聴する権限を持っていない場合は、4～6 位の映像が、「ホーム」画面に表示 

されます。 

 

【録画映像について】 

(ア) 新着順： 録画映像を新規登録した作成日時が、新しい順に並びます。 

     日付表示を「公開日」にした場合は、公開日の新しい順に並びます。 

(イ) 登録順： 録画映像を新規登録した作成日時が、古い順に並びます。 

※映像の作成日・更新日は、管理ツールの映像情報表示画面の一番右下に表示しています。登録

順が選択リストに表示されていない場合は、「・映像の登録日付／公開日付を表示したい」を参

照し、日付表示を「登録日」にしてください。 

(ウ) 公開順： 録画映像の公開開始日時が、新しい順に並びます。 

※公開順が選択リストに表示されていない場合は、「・映像の登録日付／公開日付を表示したい」

を参照し、日付表示を「公開日」にしてください。 

(エ) タイトル順： 映像タイトルの五十音順で並びます。 

       数字→英字→記号→ひらがな→カタカナ→漢字の順に並びます。 

(オ) タイトル(逆)順： タイトル順の反対に並びます。 

(カ) 評価の高い順： 録画映像評価の高い順に並びます。 

(評価の高い順は｢5 段階評価｣機能を ON に設定している場合のみ選択可能です。 

詳しくは、「・映像毎に評価を入力したい／表示したい（5 段階評価）」をご覧ください。) 

(キ) 再生回数順：  録画映像の再生回数が多い順に並びます。 

(再生回数順は｢再生回数｣機能を ON に設定している場合のみ選択可能です。 

詳しくは、「・映像の再生回数を表示したい（再生回数）」をご覧ください。) 

 

【ライブ映像について】 

(ク) 配信日順： ライブ映像の配信開始日時が、古い順に並びます。 

(ケ) 配信日(逆)順： ライブ映像の配信開始日時が、新しい順に並びます。 

(コ) タイトル順： 映像タイトルの五十音順で並びます。 

       数字→英字→記号→ひらがな→カタカナ→漢字の順に並びます。 

(サ) タイトル(逆)順： タイトル順の反対に並びます。 
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・映像のタイトル、グループ名、カテゴリー名が長くて表示が切れてしまう  

 

録画映像画面、ライブ映像画面、グループ画面、カテゴリー画面で一覧表示されている部

分は、緑色のバーをドラッグすると、一覧の表示領域を変更できますので、長い名前で表

示が切れてしまっている場合は、自由に変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

powered by   

72 

・録画映像一覧をグループ／カテゴリー別に表示したい 

 

グループ・カテゴリーを両方設定している場合、録画映像画面にグループツリーまたはカ

テゴリーツリーの表示切替えボタンが表示されます。このボタンで、表示したいグループ

別、あるいはカテゴリー別に映像一覧を絞り込むことができます。（いずれか、または両方

とも設定していない場合はボタンが表示されません） 

 

① 表示切替ボタンで表示したいグループツリーまたはカテゴリーツリーを選択してくだ

さい。ボタンをクリックすると、グループ⇔カテゴリーが切り替わります。 

 
 

② ①で選択したツリーから、映像一覧に表示したいグループまたはカテゴリーを選択して

ください。 
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・カテゴリーの高度な設定 

 

「・カテゴリーで、映像を分類したい」で、基本的なカテゴリーの設定方法を紹介しました

が、カテゴリーは 1 階層だけでなく、2 階層、3 階層……とサブカテゴリーを設定すること

が可能です。 

 

・1 階層目のカテゴリー 

「カテゴリー」タブでカテゴリー一覧の「（ルート）」を選択した状態で、「新規」ボタンを

クリックして作成します。 

 

・2 階層目以降のカテゴリー 

1 階層目の親カテゴリーを選択した状態で、「新規」ボタンをクリックして作成します。 

作成時の親カテゴリー名は選択したカテゴリー名となります。 

 

 

 

「経営者向け」カテゴリーの下に「リスクマネジメント」というサブカテゴリーを作成す

ると、管理ツールとクラストリーム視聴ページの映像一覧画面では下記のように表示され

ます。 

 

[管理ツール] 
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[動画一覧画面] 

 

 

 

同様に、2 階層目の「リスクマネジメント」を選択した状態で、「新規」ボタンをクリック

すれば、3 階層目のカテゴリーが作成できます。 

ただし、あまり深い階層のカテゴリーを設定しても、検索がしづらくなるため、2～3 階層

までの利用を推奨しております。 
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・録画映像情報一覧を抽出したい（映像一覧 CSVエクスポート） 

 

録画映像が増えてくると、録画映像のタイトルや概要といったテキスト情報、カテゴリ

ーやグループの設定を一覧できると便利です。クラストリームでは録画映像情報を抽出す

ることができます。 

 

① メニューバーの「ツール」→「録画映像一覧を CSV エクスポート...」をクリックして

ください。 

 

 

② CSV ファイルの保存場所を選択して｢保存｣をクリックしてください。 

  デフォルトファイル名は｢映像一覧.csv｣となります。※ファイル名変更可 

 

 

③  ｢映像一覧.csv｣を Excel 等のプログラムで開いてください。 
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・録画映像情報を一括編集したい（映像一覧 CSVインポート） 

カテゴリーやグループ（視聴権限）など、録画映像情報の一部を一括で変更できる機能

をご用意しました。たくさんある映像を整理したい時などに便利な機能です。 

 

① 前ページ「録画映像情報一覧を抽出したい。（映像一覧 CSV エクスポート）」の①～②

を行ってください。 

② 保存した｢映像一覧.csv｣を Excel 等のプログラムで開き、更新したい録画映像情報を入

力・保存してください。 

※更新可能な項目は次頁を参照してください。 

③ 管理ツールから[ツール]ー[録画映像一覧を CSV インポート]をクリックしてください。 

 

 

④  録画映像情報の上書き確認メッセージにて｢ＯＫ｣を選択してください。 

 
⑤ 更新した｢映像一覧.csv｣を選択し｢開く｣をクリックしてください。 

 

⑥ 編集完了メッセージにて｢OK｣をクリックしてください。 

  

 



 

powered by   

77 

[録画映像情報更新可能項目] 

 

列名 必須 特記事項 

コンテンツ ID  * 編集したい録画映像情報のコンテンツ ID。新規追加・削除はできません 

タイトル  * 
300 文字までの任意の文字列を入力してください 

（”（半角ダブルコーテーション）は使用不可） 

公開  * “公開” または “未公開” のどちらかを入力してください 

公開対象 * “限定公開” または “一般公開” のどちらかを入力してください 

公開開始日時 

公開終了日時 
  

YYYY/MM/DD hh:mm 形式 

“未公開”の場合、入力値は無視されます. 

視聴可能日数  * 1～999 の半角数字のみ 

ピックアップ   
ピックアップに設定する場合は”○”、 

ピックアップに設定しない場合は空欄にしてください。 

概要  編集できません。入力値は上書きしません。 

カテゴリー   
存在するカテゴリー名（階層がある場合は>を用いて、上の階層から順

に記述が必要です。例：A＞AA） 

ポイント  * 0～9999999 の半角数字のみ 

グループ   

存在するグループ名（複数のグループを設定する場合は;（半角セミコロ

ン）で区切ってください。例：総務部;人事部） 

※グループ名に;（半角セミコロン）は使用不可 

再生時間   編集できません。入力値は上書きしません。 

再生回数   編集できません。入力値は上書きしません。 

評価   編集できません。入力値は上書きしません。 

 

 

【その他注意事項】 

・編集時に項目中に 1 つでも不正な値が設定されていた場合、 

 エラーメッセージを表示した上で編集は中断され全件の更新を行いません。 

・1 ファイルで編集できるのは 1000 件です。(1000 行 ヘッダー含まず) それ以上のデー

タは更新されないため、複数回に分けて編集を行ってください。また、「A0035」というエ

ラーは処理量が多すぎてタイムアウトしてしまった時のエラーとなりますので、万一発生

してしまった場合は、同様に複数回に分けて編集を行ってください。 

・ヘッダー行のみのファイルはエラーとなります。 

・エクスポートした CSV と異なる形式の場合はエラーとなります。項目列の削除や順番の

入れ替えなどは行わないで下さい。  
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・アップロードした映像ファイルを取得したい（ダウンロード） 

 

クラストリームで設定した録画映像ファイルをローカル環境に取得したい場合、 

一度アップロードした映像やライブカメラ（スマートフォン撮影ツール）で保存した映像

ファイルを管理ツールからダウンロードすることができます。 

 

①「録画映像」タブを選択してください。 

②該当の映像を一覧から選択してください。 

③「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

④映像ファイルの保存場所を選択して「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ダウンロード完了のメッセージが表示されます。 
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・映像毎に評価を入力したい／表示したい（5段階評価） 

 

視聴者が録画映像に対して評価(5 段階)を入力することができます。 

録画映像の 5 段階評価機能を利用するには、下記の手順で設定を有効にしてください。 

本機能を有効にすると、ご利用環境の全ての録画映像が評価の対象となります。 

 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定...」をクリックしてください。 

 
 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

③ 5 段階評価「使用する」を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

※評価が未入力の録画映像の場合、映像終了時に自動で評価入力画面を表示するには、

右側の｢□映像終了時に評価が未入力の場合は、・・・」にチェックを入れてください。 
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視聴画面では下記の手順で評価を入力することができます。 

 

① 映像詳細画面にて評価項目の｢評価する｣ボタンをクリックしてください。 

② 評価入力画面にて 5 段階(★の数)で評価を入力します。 

③ 対象映像にて評価を入力した全視聴者の評価平均値が表示されます。 

 

[映像詳細画面] 
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5 段階評価機能を有効にする際に、｢評価が未入力の録画映像の場合、映像終了時に自動で

評価入力画面を表示する｣のチェックを入れた場合は、評価が未入力の録画映像に限り、 

映像終了時に自動で評価入力画面が表示されます。 

※本評価入力画面は対象映像の終了時間まで視聴した場合のみ表示されます。 
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入力された評価の値(平均値)は以下の画面で表示されます。 

 

[ホーム画面] 

 
 

 

[動画一覧画面] 
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[映像詳細画面] 
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・視聴者にコメントを書いてもらいたい 

 

配信している動画に対して、視聴者からコメントを書いてもらう機能です。動画に対する

視聴者の感想や要望などを書き込んでもらうことができます。 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定...」をクリックしてください。 

 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

③ コメント「使用する」を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

視聴者からコメントが入力されると、視聴画面では下のように表示されます。
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・映像の再生回数を表示したい（再生回数） 

 

録画映像の再生回数の合計を表示することができます。 

再生回数は視聴者が対象の録画映像の視聴を開始した時点で加算されます。 

再生回数機能を利用するには、下記の手順で設定を有効にしてください。 

本機能を有効にすると、ご利用環境の全ての録画映像で再生回数が表示されます。 

 

①メニューバーの「ツール」→「システム設定...」をクリックしてください。 

 

 

②システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③再生回数「表示する」を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 
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再生回数は以下の画面で表示されます。 

 

[ホーム画面] 

 

 

 

[動画一覧画面] 
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[映像詳細画面] 

 
 

 

・映像の登録日付／公開日付を表示したい 

 

録画映像の新規登録日付、もしくは公開開始日付を、映像一覧ページに表示することが

できます。 

 

①  メニューバーの「ツール」→「システム設定」をクリックしてください。 

 
 

 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 
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③ 日付表示欄を「登録日」もしくは「公開日」を選択し、最後に右上の「保存」ボタン

をクリックしてください。 

 
 

日付は以下の画面で表示されます。 

 

[ホーム画面・動画一覧画面] 
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・視聴済み日付を表示したい 

 

ユーザーが視聴した録画映像に対して視聴済み日付を表示することができます。 

視聴済みの判定は、視聴者(ユーザーID)が対象映像の再生を開始した時点で視聴済みと 

判断します。日付は初めて対象映像を視聴(再生)した日付となります。 

視聴/未視聴機能を利用するには、下記の手順で設定を有効にしてください。 

本機能を有効にすると、ご利用環境の全ての録画映像が対象となります。 

 

①  メニューバーの「ツール」→「システム設定...」をクリックしてください。 

 
 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

③ 視聴／未視聴「使用する」を選択し、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 
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視聴済み日付は以下の画面で表示されます。 

 

[動画一覧画面] 

 

 

※動画の【詳細画面】には表示されません。  
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管理者機能 

・管理ツールのパスワードを変更したい 

 

管理ツールのログイン画面で入力するパスワードを、別途お渡しした「映像配信プラット

フォーム「クラストリーム」のご利用開始案内」の内容から変更する方法を紹介します。 

 

①「ユーザー一覧」の「admin」を指定して、「編集」をクリックしてください。 

 

 

②管理者パスワードの確認画面でパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。 

 

 

③パスワードの「変更する」にチェックを入れ必要事項を入力し、最後に「保存」をクリ

ックしてください 
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・視聴ページの初期画面を変更したい 

 

お客様専用の視聴ページの初期画面は、2 つのパターンがあります。 

 

1 つ目は初期画面を「ログイン画面」にするパターンです。ID/パスワードでログインしな

いと、映像の一覧も参照することができません。企業内での利用や、完全にクローズドな

会員サービスなどに適しています。 

 

もう一つは「映像一覧画面」を初期画面にします。この場合、映像一覧がまず表示される

ので、ID/パスワードを知らない視聴者でも、どんな映像があるか、映像のタイトルや内容

を確認したうえで、サービスの利用を決めたり、映像を購入したりすることができます。

なお、PayPal による課金機能をお使いの場合には、必ず「映像一覧画面」を初期画面とし

てください。 

 

この設定はシステム設定メニューから行います。 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 
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③ システム設定画面の下の方にある「視聴ページの初期表示画面」でどちらかを選択し、

右上の「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

なお、「ログイン画面」を選択すると視聴ページの初期画面はログイン画面になります。 

 

「映像一覧画面」を選択すると視聴ページの初期画面はホーム画面になります。 
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・動画視聴を全画面（フルスクリーン）優先にしたい 

 

「クラストリーム」の初期設定では、視聴ページで映像を選択すると、映像が自動再生さ

れますが、再生後に、視聴者が自分で、 

視聴プレイヤー右下にある全画面ボタン をクリックしないと、 

全画面（フルスクリーン）での映像視聴ができません。 

 

もし、ほとんどの方が、映像を全画面（フルスクリーン）でご覧になる場合、映像を再生

すると全画面で再生する「全画面再生優先モード」をご用意しました。 

 

「全画面再生優先モード」を使用すると、映像選択後、映像は自動再生さ

れず、プレイヤー中央に表示されている再生ボタンを押すと、 

全画面（フルスクリーン）での再生が始まります。 

 

この設定はシステム設定メニューから行います。 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 

 

 

③ システム設定画面の下の方にある「全画面再生優先モード」で「使用する」を選択し、

右上の「保存」ボタンをクリックしてください。 
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・視聴者に早送りや巻き戻しをさせないようにしたい 

 

「クラストリーム」の動画視聴プレイヤーには、再生する映像を早送りや巻き戻ししたい

時に 2 つ方法があります。 

 

1 つは「シークバー」。動画の再生位置を変更するバーのことで、画面下部に表示されてい

ます（動画視聴プレイヤーにマウスカーソルを合わせると表示されます）。 

もう 1 つは、「早送りボタン」と「巻き戻しボタン」。クラストリームでは、ちょっと戻り

たい時のために、「巻き戻しボタン」は“10 秒戻る”ボタン、「早送りボタン」はどんどん

進みたい時のために“30 秒進む”ボタンになっています。 

 

 

ただ、視聴者に「巻き戻し」や「早送り」をさせたくないという場合には、システム設定

からそれぞれの機能をオフにすることができます。 

 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 
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③ システム設定画面の下の方にある「シークバー」あるいは「早送り巻き戻しボタン」

にて「表示しない」を選択し、右上の「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

以上の操作で、「シークバー」「早送り巻き戻しボタン」の ON/OFF ができます。 

 

 

・ユーザーデータをバックアップしたい 

 

管理ツールで入力したユーザーの企業／個人情報は、管理ツールの初回起動時に指定した

フォルダの中に保存されています。大切なファイルですので、万が一お客様のパソコン（ハ

ードディスク）が壊れた場合に備えて、バックアップを取ることを推奨しております。 

 

① メニューバーの「ファイル」→「ユーザーデータの保存先…」をクリックしてください。 

 

 

② ユー ザーデータ 保存先設 定画面のデ ータの保 存場所に記 載されて いる

「Classtream.sqlite」ファイルを、別パソコンか別ハードディスクにコピーしてくださ

い（下の図の黒塗り部分にファイルパスが記載されています）。 

 
 

保存先を変更したい場合、「変更」ボタンをクリックして新しい保存先を選択して、「OK」

ボタンをクリックしてください。 

以上の設定で、バックアップは終了です。万が一お客様のパソコンが壊れる等のトラブル

が発生した場合は、「・管理ツールを再インストールしたい」を参考にデータの復旧を行な

ってください。 
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・管理ツールを再インストールしたい 

 

管理ツール「classtream manager」は、原則 1 台のパソコンでしか動作できませんが、管

理者の変更や、パソコンの変更が必要になった場合、次の手順で再インストールしてくだ

さい。 

 

① データのバックアップを行ってください。 

「・ユーザーデータをバックアップしたい」を参考に「Classtream.sqlite」ファイルを取

得して、新しいパソコンの任意のフォルダにコピーしてください。 

 

② 新しいパソコンに管理ツールをインストールしてください。 

インストール方法は、別途お渡ししている「クラストリームご利用マニュアル」をご覧く

ださい。 

 

③ 管理ツールの初回起動時にユーザーデータ保存先を指定するため、①でバックアップし

たフォルダを指定してください。 

 

以上の操作で、バックアップした時点のユーザーデータが復元され、新しいパソコンでの

利用が開始できます。これ以降、前のパソコンでユーザーデータを更新すると、ユーザー

データが二重管理となり不整合が発生しますので、絶対にお止めください。 

 

 

・ユーザーデータを共有したい 

 

管理ツール「classtream manager」は、原則 1 台のパソコンでしか動作できませんが、複

数のパソコンにインストールして、ユーザーデータを共有したい場合には、共有したいユ

ーザーデータを、社内の共有フォルダなど、別のパソコンからも参照できる場所に配置し

てください。 

 

ユーザーデータの保存先の確認や、バックアップ方法は 「・ユーザーデータをバックア

ップしたい」を参照してください。変更ボタンから配置フォルダを変更できます。 

 

別のパソコンで、新規に管理ツールをインストールする際には、上記で「Classtream.sql」

ファイルを配置した共有フォルダを保存先として指定すれば OK です。 

 

もし、既に管理ツールをインストール済みの場合には、別の「Classstream.sqlite」ファイ

ルができていますので、それをいったん削除し、管理ツールを再起動すると、再度フォル

ダ指定を求められますので、そこで共有フォルダを指定してください。 

（「変更」ボタンでの変更は既にある sqlite ファイルの移動になりますので、ご注意くださ

い。） 
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・視聴履歴・購入履歴を確認したい 

 

視聴履歴、あるいは購入履歴（ポイント機能や課金機能による映像購入の記録）は、CSV

ファイルとして出力することが可能です。 

 

① メニューバーの「ツール」→「視聴履歴を CSV エクスポート…」または、｢購入履歴を

CSV エクスポート…｣をクリックしてください。 

 

 

② 視聴履歴 CSV エクスポート画面で必要事項を選択して、最後に「エクスポート」ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

抽出種別 映像の種類（録画映像またはライブ映像）および購入の種類（会員またはPayPal）

を選択します。  

抽出年月 抽出年月を選択します。 

 

③ CSV ファイル出力先指定画面で出力先を指定してください。 

 

以上の操作で、視聴 or 購入履歴が CSV ファイルとして出力されます。一度で出力できる

情報は一種別一月分のため、異なる種別や年月を確認したい場合は条件を変更して再度エ

クスポートしてください。 
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・セキュリティを高めたい（ウォーターマーク機能） 

 

「クラストリーム」は暗号化して映像を配信する等、さまざまな対策で高いセキュリティ

を確保し、映像漏えいのリスクを軽減しています。しかしながら、視聴再生画面をカメラ

で撮影する等のやむを得ないケースでの映像漏えいが考えられます。ウォーターマーク機

能は、機能を有効にすると、視聴画面にて映像再生時、映像の中にウォーターマーク（透

かし）でログインユーザー情報（ユーザーID と現在日時）を表示します。表示することで、

万一の映像漏えい時にもどのユーザーがいつの時点の映像を漏えいさせたかが明らかにな

るため、漏えい抑止につながる機能です。 

 

機能を有効にするには、下記の手順にしたがってご設定ください。 

 

① メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
 

② システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 
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③ 画面中ほどの「ウォーターマーク」を使用するにチェックし、下記の設定も合わせて行

ってから右上の保存ボタンを押してください。 

 

 

 

パターン ウォーターマークの配置パターンを指定します。「四隅」「中央」「網掛け」から

選択してください。 

 

サイズ ウォーターマークで表示する文字サイズを設定します。 

 

透過度 ウォーターマークで表示する文字の濃度を指定します。100%が最も濃く、10%が

最も薄くなります。 

 

文字色 ウォーターマークで表示する文字の色を指定します。 

 

輪郭色 ウォーターマークで表示する文字の輪郭色を指定します。 

 

暗号化コードで表示する ログインユーザー情報を暗号化して、透かし表示します。 

※暗号化した文字列を解析すると、ログインユーザー情報だけでなく、その文字列が表示

されている時の視聴履歴情報がわかります。ただし、解析は弊社での作業となり、有料オ

プションとなりますので、ご了承のうえ、機能のご利用をお願いします。 

 

映像の新規作成時に「表示する」をデフォルトにする 録画映像、ライブ映像を新規作成

する際、初期値はウォーターマークを「表示しない」設定になっています。この項目にチ

ェックを入れると、ウォーターマークを「表示する」初期設定になります。多くの映像に

ウォーターマークを設定したい場合には、チェックを入れてください。 

なお、セキュリティをより強固にするため、ウォーターマークを設定した録画、ライブ動

画においては、一部の環境からの視聴に制限をかけております。動作環境は下記よりご確

認をお願いいたします。 

「ウォーターマーク付き動画の動作環境について」 

https://classtream.jp/link/watermark-guide-01.html 

  

https://classtream.jp/link/watermark-guide-01.html
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・管理ツールのシステム設定を変更したい 

 

管理ツールから、各種機能の設定や、機能の ON/OFF（使用するかしないか）を選択する

ことが出来ます。 

 

①メニューバーの「ツール」→「システム設定…」をクリックしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

②システム設定画面で「編集」ボタンをクリックしてください。 
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③必要事項を設定して、最後に「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

テナント名 テナント名を入力してください（必須入力）。 

 

カテゴリー 画面に「カテゴリー」タブを表示したい場合、または映像情報にカテゴリー

の設定項目を表示したい場合、「使用する」をチェックしてください。 

 

グループ 画面に「グループ」タブを表示したい場合、またはユーザー情報や映像情報に

グループの設定項目を表示したい場合、「使用する」をチェックしてください。 

 

ポイント ユーザー情報や映像情報にポイントの設定項目を表示したい場合、「使用する」

をチェックしてください。 

 

ユーザーランク ポイントで「使用する」をチェックした場合に表示されます。画面に「ユ

ーザーランク」タブを表示したい場合、またはユーザー情報にユーザーランクの設定項目

を表示したい場合、「使用する」をチェックしてください。 

 

日付表示 視聴画面で録画映像の日付を表示したい場合、「登録日」もしくは「公開日」を

チェックしてください。 
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再生回数 視聴画面で録画映像の再生回数を表示したい場合、「表示する」をチェックして

ください。 

 

5 段階評価 視聴画面で録画映像の 5 段階評価機能を利用したい場合、「使用する」をチェ

ックしてください。 

 

視聴／未視聴 視聴画面で録画映像の視聴済み日付を表示したい場合、「使用する」をチェ

ックしてください。 

 

ウォーターマーク 視聴画面にて映像再生時、映像の中にウォーターマーク（透かし）に

てログインユーザー情報（ユーザーID と現在日時）を表示します。※表示することで画面

をカメラで撮影する等のやむを得ない映像漏えい時にも、どのユーザーがいつの時点の映

像を漏えいさせたかが明らかになるため、漏えい抑止につながる機能です。詳しい設定方

法は「・セキュリティを高めたい（ウォーターマーク機能）」をご覧ください。 

なお、セキュリティをより強固にするため、ウォーターマークを設定した録画、ライブ動

画においては、一部の環境からの視聴に制限をかけております。動作環境は下記よりご確

認をお願いいたします。 

「ウォーターマーク付き動画の動作環境について」 

https://classtream.jp/faq/faq-1150/ 

 

シークバー 動画の再生位置を変更するバーのことで、視聴画面の下部に表示されます。

表示したい場合、「表示する」をチェックしてください。 

 

早送り巻き戻しボタン 視聴画面の下部に表示されます。表示したい場合、「表示する」を

チェックしてください。 

 

全画面再生優先モード 「使用する」にチェックすると、視聴ページで映像選択後、映像

は自動再生されず、プレイヤー中央に表示されている再生ボタンを押すと、全画面（フル

スクリーン）での再生が始まります。 

 

倍速再生 動画の再生プレイヤー右下に再生速度の選択メニュー（×0.5,1.5,2.0）を表示し

ます。視聴者が再生速度を変えられないようにしたい場合には「表示しない」を選択して

ください。なお、標準の再生速度選択メニューは、「聞こえる倍速」機能とは異なります。

「聞こえる倍速」機能のみで倍速再生させたい場合も、本項は「表示しない」をご選択く

ださい。 

 

聞こえる倍速 クラストリームでは独自技術を使い、通常の倍速再生よりも聞き取りやす

く倍速再生ができる「聞こえる倍速」機能を提供しています。「使用する」にチェックする

と、録画映像の登録画面にて、映像ファイルを新規登録時、「聞こえる倍速コンテンツの使

用」というチェックボックスが表示されるようになります。詳しい設定方法は「・「聞こえ

る倍速」機能を使って、映像を聞き取りやすく倍速再生させたい。」をご覧ください。 

 

メールサーバー ユーザーへのメール送信機能を使用する場合は、「設定する」をクリック

してメールサーバーの設定を初めに行ってください。詳しい設定方法は「・視聴ユーザー

にメールを一括送信したい（パスワード一括発行・送信機能）」をご覧ください。 

https://classtream.jp/faq/faq-1150/
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視聴ページの初期表示画面 視聴ページの初期表示画面を「ログイン画面」か「映像一覧

画面」どちらかに設定します。なお、PayPal による課金機能で非会員にも映像コンテンツ

を販売したい場合には、「映像一覧画面」をクリックしてください。詳しくは「・視聴ペー

ジの初期画面を変更したい」をご覧ください。 

PayPal による課金 PayPal による課金を行いたい場合、「使用する」をチェックしてくだ

さい。PayPal の詳細はこちらのページ（http://www.classtream.jp/detail/paypal/）をご覧

ください。 

 

PayPal アカウント PayPal による課金で「使用する」をチェックした場合に表示されま

す（表示時必須入力）。PayPal アカウントを設定してください。 

 

問い合わせ先 PayPal による課金で「使用する」をチェックした場合に表示されます（表

示時必須入力）。有料映像の販売時の貴社問い合わせ先を設定してください。ここで入力し

た値は、購入者に送付されるメールの最下部に表示されます。 

 

利用規約 映像をポイントや PayPal で購入する際、利用規約として表示する内容を入力し

てください（必須入力）。テンプレート案を弊社からご用意しておりますが、貴社と購入者

との利用規約になりますので、自由に変更し、ご設定ください。 

 

メンテナンスモード 「有効にする」をチェックした場合に視聴ページが「ただいまメン

テナンス中です」の案内ページになります。 

※有効にするとすべてのコンテンツが視聴できなくなるのでご注意ください。コンテンツ

の入れ替えなど、管理者様の方で視聴ページを一時的に非公開にするための機能です。 

 

メンテナンスメッセージ メンテナンスモード実施中に、視聴ページを表示した時に表示

される文章です。「ただいまメンテナンス中です」等の案内文章を入力してください。 

 

http://www.classtream.jp/detail/paypal/
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・登録している録画映像データの容量を確認したい 

 

クラストリームへ登録した録画映像データの総容量を確認することができます。 

 

① メニューバーの「ツール」→「容量確認...」をクリックしてください。 

   

 

② 管理ツールの中央に以下「映像ファイルの保存容量」が表示されます。 

 

※お客様のご契約内容によって表示される容量の上限(分母)は異なります。 

 

③ 容量を確認後、「映像ファイルの保存容量」の「OK」ボタンを押下すると、表示が消

えます。 
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・ユーザー全体にお知らせを表示したい 

 

クラストリーム視聴ページに「お知らせ」を表示する機能です。 

 

① メニューバーの「編集」→「お知らせ編集…」をクリックしてください。 

 

 

② 新規にお知らせを登録する時は、「新規」ボタンをクリックしてください。 

なお、この画面では、登録済みのお知らせの編集・削除、（視聴ページで表示する）並

び順の変更、表示する件数の設定も行うことができます。 
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③ お知らせ内容を入力し、保存ボタンをクリックします。 

公開開始日時の設定、グループごとの表示設定が可能です。 

グループ機能の詳細は「・視聴制限をかけたい（グループ機能）」をご覧ください。 

 

 

 

 

以上の設定で、お知らせの編集は終了です。クラストリーム視聴ページの上部に、 

下記のように表示されます。 
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・管理ツールのバージョンアップについて 

 

お客様が管理ツールをインストールした後に管理ツールがバージョンアップされた場合で

も、管理ツールを再インストールしていただく必要はございません。 

管理ツールのバージョンが古い場合、自動的にバージョンアップされる仕組みになってい

るため、常に最新のバージョンでご利用いただけます。 
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「クラストリーム」利用許諾契約書 

「クラストリーム」をご利用いただく前に、下記利用許諾契約書を必ずお読みください。 

お客様による本サービスの使用開始をもって、下記利用許諾契約書にご同意いただいたも

のとします。 

また、利用許諾契約書は変更となる場合がありますので、随時ご確認をお願いいたします。 

 

利用許諾契約書 https://kiyaku.classtream.jp/agreement.pdf 


