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１．コンテンツを収録し直したい

Waseda-net Commons でコンテンツを収録し、後から収録した内容を一部修正する機能には制限がありま

す。Waseda-net Commons では収録は「ストーリー」単位で制御されます。スライドプレゼンテーションの

場合、一度に取り込んだ PPT スライドの全体がひとつのストーリーとなります。収録はストーリー単位で行

われ、ストーリーの単位であれば後からの再収録・修正が可能です。しかし、ストーリー内の一部分だけ、つ

まり一部のスライドで話した内容だけを撮り直すといったことは、そのままではできません。

１－１．間違えた部分だけ撮り直せるようにしたい

①スライドをあらかじめ分割して読み込む

一部分のみ収録し直したいという場合に備え、あらかじめスライドごと等、PPT ファイルを分割して別々

に保存し、ファイルごと 1 つずつ「＋Add Story」して読み込むと、スライドごとにストーリーを分割する

ことができます。こうすると、スライド単位で撮り直しができるようになり、再収録をスムーズに行えます。

※収録後に間違えた部分のみを撮り直すことはできませんので、ご注意ください。

PPT ファイルを一度に収録したい枚数で分

け、複数ファイルで保存します。

1 ファイル目は、Commons ホーム画面より

SilverStream を起動し、「プレゼンテーショ

ン設定」画面で PPT ファイル選択し、「新規

ストーリー作成」をクリックしてファイルを

読み込みます。
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2 ファイル目以降は、画面左上の「＋ストーリ

ー追加」をクリックします。

「新規ストーリー作成」画面が開くので、ス

ライドプレゼンテーションを選択し、PPT フ

ァイルを読み込みます。

分割したファイルごとに操作を繰り返すと、

スライド毎に再収録可能な状態になります。

②収録時に停止ボタンを押してストーリーを区切る

一度に読み込んだ PPT ファイルの収録途中に「停止ボタン」を押すと、その部分でストーリーが分割され

ます。

再収録に備え、区切りのいい部分で停止ボタンを押しながら収録進めることで、ストーリーを分割でき、

再収録の際全て撮り直すことを避けることができます。

【ストーリーの分割方法】

1．簡易マニュアルの手順で、SilverStream に PPT ファイルを読み込む

2．録画開始ボタンをクリックして録画開始

3．分割したいスライドまで収録が完了したら、録画停止ボタン「■」をクリック

4．自動でストーリーが分割されるので、次のストーリーを選択し、録画を開始

１－２．全て撮り直す

ストーリー全体で再収録をします。一枚目のスライ

ドを選択し、収録ボタンをクリックします。

「すでに収録されているストーリーです。作業を継

続すると、録画された映像や音声は上書きされま

す。作業を続けますか？」というメッセージが表示

されるので、「●録画開始」をクリックすると、再

収録が始まります。

※収録を行うと、映像や音声はすべて上書きされますので、

ご注意ください。
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２．コンテンツのスライドを修正したい

収録を伴わない PPT スライドのみの修正であれば、ストーリー単位に関わらず、修正した新しい PPT を準

備し差し替える形で自由に行うことができます。

２－１．スライドの差し替え

差し替えたい PPT ファイルの上にマウスを置く

と、差し替え、削除のボタンが表示されます。

差し替え（ ）ボタンをクリックします。

差し替えたいスライドのある PPT ファイルを選択

します。

「スライドの交換」画面が開くので、差し替えるス

ライドを選択し、「交換」をクリックします。

以上で、スライドの差し替えが完了します。
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２－２．スライドの削除

手順２－１．の Step1 の画面で、削除（ ）をク

リックします。「選択したスライドを削除します

か？」というメッセージが表示されるので、「はい」

をクリックします。

以上でスライドの削除が完了します。

※収録後にスライドを削除しても、音声は残ります。削除

したスライドの音声は、一枚前のスライド上に流れます。

２－３．ストーリーの削除

ストーリーとは、収録の単位です。スライドプレゼンテーションの場合、一度に読み込んだ PPT スライ

ドのかたまりが、ひとつのストーリーとなります。以下の操作で、ストーリーごと削除することができます。

削除したいストーリーのサムネイルにマウスを置

くと削除（ ）が表示されます。

「選択したストーリーを削除しますか？」という

メッセージが表示されるので、「はい」をクリック

します。

以上でストーリーの削除が完了します。

２－４．スライドを追加する

スライドを追加したいストーリーの「＋Add

Slide」をクリックします。

※収録済みのストーリーにはスライドの追加を行うこと

はできません。
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「資料呼び出し」画面が開くので、PPT を選択し

ます。

追加したい PPT ファイルを選択します。

同じストーリー内に PPT スライドが追加されま

す。

※スライドの順番はドラッグ&ドロップで変更可能です。

３．制作を中断したい

制作途中のコンテンツは、ssz 形式のコンテンツファイルとして保存することができます。

３－１．コンテンツファイルを保存する

途中で中断したい場合、[ファイル]から[保存]

を選択します。

ファイル名を入力し、保存します。「ssz」とい

う形式で保存されます。
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３－１．コンテンツファイルを読み込む

収録を再開する際、Commons のホーム画面

より、 [SSZ ファイル呼び出し]を選択

します。

該当ファイルを選択し、[開く]をクリックし

ます。

ファイルが Commons に読み込まれ、再度収

録・編集が可能になります。

４．コンテンツの中に写真や映像を使用したい

大学の授業では、著作権法第 35 条の制限のため、必要な範囲で第三者著作物を利用することが認められて

います。しかし、Web 上での活動では、たとえ教育・研究における利用であっても、著作者からの許諾なく

第三者著作物を利用したり、それらを利用したコンテンツを掲載したりすることはできません。Commons も

例外ではなく、原則として、Commons を利用して作成する動画コンテンツには第三者著作物を利用することはでき

ません。詳しくは、下記の web マニュアル内の「著作権のキホンを学ぼう！」というコンテンツをご覧くだ

さい。

http://www.wnpspt.waseda.jp/student/course_navi/010101/?p=789

しかし、早稲田大学では広く教育目的で利用できる写真や映像のデータベースを利用することができ、これ

を活用すれば Commons で作成するコンテンツにも多くの写真や映像を活用することができます。
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４－１． AFP World Academic Archive（AFP WAA）を利用する

AFP WAA とは、世界各国で 13,000 社以上の報道機関に

ニュースを配信している、フランス AFP 通信社の報道用デ

ータベースにアクセスできるサービスです。MyWaseda ID

をお持ちの学生・教職員であればご利用いただけます。

AFP WAA からダウンロードできる写真と映像のデータ

は、すべて教育目的での二次利用許諾が得られており、AFP

WAA が出典であることを明記すれば利用できます。

AFP WAAが出典の写真や映像を活用したPPTやPDFな

どの教材は、Course N@vi にアップして利用することが可

能です。

AFP WAA の利用には、「学術情報検索」で AFP WAA を

検索し利用登録を行ってください。詳しい利用方法は、下記

サイトの利用ガイダンスビデオをご覧ください。

学術情報検索：

http://www.wul.waseda.ac.jp/imas/index.html

AFP WAA 利用ガイダンス：

http://www.wnpspt.waseda.jp/student/course_navi/010101/?p=789

内の「AFP WAA ガイダンス」をクリック

【AFP WAA 利用画面】

【AFP WAA 利用ガイダンスビデオ】

５．PPT を使ったプレゼンテーションと他の形式のプレゼンテーションを組み合わせたい

Commons では、PPT と動画を組み合わせた「スライドプレゼンテーション」だけでなく、ストーリー単位

で話者の動画のみの「映像プレゼンテーション」や、PC の画面を録画しての「スクリーンプレゼンテーショ

ン」等、いろいろな形式を組み合わせたコンテンツを作ることができます。

５－１．さまざまなプレゼンテーションを組み合わせる

Commons ホーム画面下部にあるアイコンで作成

するプレゼンテーションの種類を選択します。

ストーリーとは、収録の単位です。スライドプレ

ゼンテーションの場合、一度に取り込んだ PPT のか

たまりがひとつのストーリーとなります。異なる形

式のプレゼンテーションを追加する場合や収録し直

す場合は、ストーリーが別になります。

制作途中でストーリーを追加する方法は以下のと

おりです。

【ストーリーの追加方法】

1．画面左上の「＋Add Story」をクリック

2．「新規ストーリー作成」画面が開くので、追加

したい種類のプレゼンテーションを選択

【Commons ホーム画面】

【制作画面】



【新規ストーリー作成画面】

６．ストーリーの順番を入れ替えたい

６－１．ストーリーの順番の入れ替え

ストーリーの先頭にある Story のサムネイルをドラッ

グして入れ替えたい場所（白い線が表示されます）へ

移動すると、ストーリーの順番を変えることができま

す。

７．他で収録した動画を取り込みたい

７－１．動画の取り込み

Commons ホーム画面下部にあるアイコンから

「映像ファイル呼び出し」を選択します。

flv、wmv、asf、mov、mp4 の形式の動画を取り込

むことができます。

制作途中で追加する場合は、「＋Add Story」をク

リックし、映像ファイル呼び出し（ ）を選択し

ます。

【Commons ホーム画面】



８．一度 Commons にアップしたコンテンツを再編集したい

作成したコンテンツは Commons ホーム画面の左側メニュー「My Contents」の「すべてのコンテンツ」内

に蓄積されます。この画面からこれまでに作成したコンテンツの公開・修正・削除などを行うことが出来ます。

８－１．アップロードした動画をダウンロードする

Commons ホーム画面の左側メニュー[My

Contents]の[すべてのコンテンツ]を選択

し、これまでに作成したコンテンツを表示

します。

My Contents ページで、編集したいコン

テンツの再生ボタンをクリックします。

視聴画面が開くので [コンテンツダウ

ンロード]ボタンをクリック。

ダウンロードし、ファイルを保存します。

Commons のホーム画面より、 [SSZ

ファイル呼び出し]を選択します。

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5



Step4 でダウンロードしたファイルを選

択します。

ファイルが Commons に読み込まれ、再度

収録・編集が可能になります。
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【共有編】

１．完成したコンテンツを履修者間で共有したい

作成したコンテンツは Commons ホーム画面の左側メニュー「My Contents」の「すべてのコンテンツ」内

に蓄積されます。この画面からこれまでに作成したコンテンツの公開・修正・削除などを行うことが出来ます。

【My Contents ページ】

１－１．Course N@vi の BBS、レポートなどを活用する

例えば、Course N@vi のディスカッション（BBS）やレポートなどの本文に URL を張り付けるこ

とにより授業内でコンテンツを公開することができます。

My Contents ページで、掲載したいコン

テンツの再生ボタンをクリックします。

視聴画面が開くので [シェア]ボタ

ンをクリック。
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URL リンク、Embed ソースのうち、転

載する項目の[コピー]ボタンをクリック

します。

コピーした URL を、公開したい場所に貼り付けます。URL をクリックすると、作成したコンテン

ツを視聴することができます。

１－２．Course N@vi のオンデマンド授業機能を活用する ※ 教員のみ

Commons で作成した動画を、Course N@vi のオンデマンド授業機能を活用し、スタジオで収録し

た授業コンテンツと同じように Course N@vi から配信することができます。ファイル容量に上限は

なく、履修者がダウンロードできないストリーミング形式での配信が可能です。ただし、教員自身

での設定はできませんので、大学総合研究センター（elpt@list.waseda.jp）までご相談ください。

所属箇所の許可が得られれば、この方法を応用し動画で講義を配信するオンデマンド授業実施も可

能です。まずは大学総合研究センターにお気軽にご連絡ください。

２．再生回数を確認したい

２－１．照会

閲覧数は「照会」の横に表示されます。

※ URL が表示されない場合は？

「シェア」ボタンをクリックした際、「URL」欄が空欄になっていることがあります。そ

の場合、キャッシュクリアと Cookie を削除することで、解決することがあります。以

下の URL の手順を実施した上で、一度ブラウザを開き直し、再度「シェア」ボタンから

の表示を行ってください。

【キャッシュのクリアと Cookie の削除方法】

http://www.waseda.jp/navi/faq/cache.html
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