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1 システム構成 

1.1 配信システムが使用する機材・サービスアカウント・アプリケーション 
 配信用パソコン 1 台 

 必要スペック 
 Windows 8.1 以上、CPU はクアッドコアのもの 
 USB ポート 3 つ 

（うち USB3.0 が 1 つ以上、ポートが不足する場合は USB ハブを別途用意） 
 Google アカウント 

（YouTube 上からのライブ講義の配信、オンデマンド講義の登録に使用します。2.2 参照） 
 ポインタキャプチャ用ソフトウエア P4Cap（ポインタキャプチャを使用する場合のみ） 
 CCreator（配信用パソコン上にライブ講義用の画面を表示するために使用します） 
 キャプチャ BOX（Epiphan Video DVI2USB3.0） 1 台 

講師用パソコンのプロジェクター出力映像を CCreator 上に表示するために使用します。 
 VGA 分配器（SANWA SUPPLY VGA-SP2） 1 台 

配信用パソコンのプロジェクター出力映像をキャプチャ BOX と教室のプロジェクターへ分配す

るために使用します。 
 USB オーディオジャック（PLANEX OL-US35AP） 1 台 

配信用パソコンにマイク・ヘッドホン端子がついていない場合に使用します。 
 

1.2 教室に必要な機材・設備 
 カメラ 

USB カメラや教室備え付けのカメラを利用して講師の映像を CCreator 上に表示するために使用

します。教室備え付けのカメラを使用する場合は別途 USB ビデオキャプチャケーブルが必要で

す 
 マイク・スピーカー 1 セット 

USB オーディオジャックに接続します。ライブ講義参加者との通話に使用します。 
 液晶プロジェクター（VGA ケーブル） 1 セット 

VGA 分配器から来る映像を投影します。 
 インターネット接続環境（LAN ケーブル） 1 セット 

配信用パソコンをインターネットに接続するために使用します。接続環境は YouTube にアクセス

可能であればセキュリティが厳しい回線でもライブ講義が可能です。 
講師用パソコンをインターネットに接続する場合は 2 セット必要です。 
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1.3 講師が用意する機材 
 講師用パソコン 1 台 

プロジェクターへの VGA 映像出力が可能であること。パソコンのスペックやプレゼンテーショ

ンに使用するソフトウエアの種類は不問です。 
 ポインタキャプチャ用ソフトウエア P4Pointer（ポインタキャプチャを使用する場合のみ） 
 

1.4 受講側が準備する機材・サービスアカウント・アプリケーション 
 パソコンまたはタブレット端末 1 台 

ライブ講義を視聴するために使用します 
 イヤホン・マイク 1 セット 

ヘッドセットを奨励します。パソコンの内蔵マイク・スピーカーでもよい。 
 カメラ 

パソコンに接続できる USB カメラやタブレット内蔵のカメラでよい。 
 Google アカウント（ライブ講義に参加するために使用します） 
 Web ブラウザ（Google Chrome でのライブ講義視聴を奨励します） 

 
  



3 
 

2 講義直前の準備 

2.1 機材のセッティング 

 

機材構成全体図 
 
 

①キャプチャ BOX → 配信用パソコン（USB3.0 端子） 
 配信用パソコンの USB3.0 端子に USB キャプチャ BOX を接続 
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USB3.0 は端子が青色であるこ

と、または以下のようなロゴが

付いていることで判別できます 
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②USB カメラ → 配信用パソコン（USB2.0 端子） 

 
③マイク、スピーカー → USB オーディオジャック（配信用パソコン USB2.0 端子） 
 講師が使用するマイク・スピーカーの入出力は USB オーディオジャックを介して使用 

 
④講師用パソコン → VGA 分配器（VGA 端子） 

  講師用パソコンの VGA 出力端子と VGA 分配器の VGA 入力端子（PC）を VGA ケーブルで接続 

 

教室備え付けのカメラを使用する場
合は USB ビデオキャプチャーユニッ
トを使用して教室内のカメラ映像を
パソコンに取り込みます。 

赤い端子はマイク音声入力 
緑の端子はスピーカーの音声出力 

上記の例は VGA出力用の 
付属アダプタを使用 
 

VGA分配器に付属しているオス－メス
の VGA ケーブルを使用します 
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⑤VGA 分配器 → プロジェクター（VGA） 
⑥VGA 分配器 → キャプチャ BOX（VGA） 

 

⑦ポインタカメラ → 配信用 PC（USB2.0 端子） 
 ポインタカメラの映像信号を、USB ビデオキャプチャを介して配信用 PC に取り込みます。 

 
 
⑧学内 LAN ケーブル → 配信用 PC（LAN ポート） 

 
  

プロジェクターへ接続 
 

キャプチャ BOX へ接続 

黄色のビデオ入力端子を使用 
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2.2 配信用の準備 
2.2.1 CCreator のセッティング 
・CCreator は講師用パソコンの映像出力とカメラ映像の出力を元に配信用画面を表示するための 

アプリケーションです。 
・CCreator のダウンロード： http://www.super-program.jp/moodle/ccreator.zip 
  ※ダウンロードしたインストーラを実行してください（解凍用パスワード sprenkei） 
・CCreator を起動する前にキャプチャ BOX 等の機材が正しく接続されていることを確認します 
・デスクトップ上の CCreator アイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動します 
・「デスクトップ欄」と「ビデオ／オーディオ」欄を右クリックし、 
それぞれキャプチャ BOX（DVI2USB 3.0 D2S351237）とカメラを映像入力ソースとして選択する 

・デスクトップの資料の文字が不鮮明である場合には、画質調整が必要です（次項で解説） 
2.2.2 CCreator のセッティング補足 1－資料画面の画質調整 
・資料画面上でマウスを右クリックして表示される「キャプチャ プロパティ」をクリックする。 

 

・表示されたウィンドウで「DirectShow」タブを選択し、「Fix resolution」オプションに 
チェックを入れて、プルダウンから「1024×768」を選択し、「OK」をクリックする 

 
・CCreator を再起動して画質が改善されていることを確認する。 
改善が見られない場合や縦横比がおかしい場合は 1024×768 以外の解像度（1600×1200 など 1024
×768 より大きな解像度）を選んで再度調整を行ってください 

 

http://www.super-program.jp/moodle/ccreator.zip
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2.2.3 CCreator のセッティング補足 2－情報パネルの編集 
・情報パネルをマウスでダブルクリック、または右クリックすると表示される「情報編集」メニューを

クリックする 

 

・講義タイトル、日付、発表者情報を入力して「更新」ボタンをクリックすると入力内容が保存される 
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2.2.4 YoutubeLive の準備 
・Youtube に講義室ごとの Google アカウントでログイン 
 https://www.youtube.com/?hl=ja&gl=JP 
・右上のユーザーアイコンをクリックしてメニューを表示し、「クリエイターツール」を選択 

 

・「ライブストリーミング」をクリックし、「イベント」を選択 

 
 

2.2.5 ハングアウト（会議モード）の開始 
・Youtube Live のライブストリーミング・イベント画面で、実施する科目名のイベントの中から 
講義回数が一番小さいイベントを探して「ハングアウト オンエアを開始」ボタンをクリックする。 

 

https://www.youtube.com/?hl=ja&gl=JP
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・開いたハングアウト画面の左メニューから「画面を共有」をクリックする 

 
 

・画面の一覧の中から CCreator が表示されている画面を選択して「共有」をクリックすると 
 受講生に対して CCreator の画面共有が開始される 
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・右下の「自分」ウィンドウ右上の矢印アイコンをクリックし、表示されたメニューから「全員に固定

表示」を選択する。CCreator 画面が常に配信され、視聴者のカメラ映像等に切り替わらなくなる。 

 

・画面共有開始後に以下のようなポップアップがパソコンのデスクトップ表示された場合は「非表示」

を選択してポップアップを消します。 

 

・上部「ユーザーを招待」ボタンをクリックし、ウィンドウ内の URL をコピーして「閉じる」を押す。 
 コピーした URL は Moodle に登録します（次項で解説） 
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2.2.6 Moodle へのハングアウトページ URL の登録 
・Moodle に大学ごとの管理用 Moodle アカウントでログイン 
・ライブ講義ページを開き、編集モードを開始する 
・目的の講義の「更新」ボタンを押す 

 

・説明欄の「ライブ講義出席」の文字列をクリックした後、ツールバーの「リンクの挿入/編集」を押す 
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・「リンク URL」欄にコピーした URL を上書きして「更新」ボタンを押す 

 
・画面下部「保存してコースに戻る」ボタンをクリックし、Moodle からログアウトする 

 
2.2.7 ポインタキャプチャの設定（配信用パソコン） 
① 配信用パソコンのデスクトップ上にある「P4Cap」のアイコンをダブルクリックし起動します。 

 

② ポインタキャプチャのアプリケーションが起動し、タスクトレイに「ポインタサーバが起動しまし

た」とメッセージが表示されます。 
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③ 表示された画面から「利用可能デバイス選択」をクリックします。 
・この時点で映像表示部にポインタ用カメラの映像が表示されます。 

 
④ 表示されたリストから「USB 2861 Device」を選択します。 
⑤ 「指す範囲の指定」をクリックします 
⑥ 設定用のウィンドウが表示されます。前回収録時の設定をそのまま使用する場合は以下の操作は行

う必要はありませんので、⑦の操作へ移って下さい。レーザーポインタでプロジェクター投影画面

の左上角を指し示します（設定用ウィンドウにレーザーポインタ指示位置の輝点が出ます）。 
 選択用のメッセージが表示されますので、レーザーポインタ指示位置の輝点上にマウスを

合わせて Enter キーを押下し、位置を設定します。 
 同様に左下角→右下角→右上角の順で設定します。 

⑦ 「決定」ボタンをクリックして、設定用ウィンドウを閉じます。 
⑧ 「開始」ボタンをクリックします。 

 
2.2.8 ポインタキャプチャの設定（講師用パソコン） 
① デスクトップ上の「P4Pointer」のアイコンをダブルクリックし起動します。 

 
② 「ポインタサーバを検索しています・・・」と表示されます。 
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③ しばらくすると現在起動しているポインタサーバに自動的に接続し、タスクトレイ右下にメッセー

ジが表示されます。 

 

※ポインタサーバが複数起動している場合は以下のようにリストが表示されますので、対象の配信用パ

ソコンをリストから選択し、「選択」ボタンをクリックしてください。 
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3 講義開始操作 

3.1 YouTubeLive の配信開始 
ハングアウト画面を開き、下部の「配信を開始」ボタンを押し「OK」を押す 

 

 
・ハングアウトの画面の右上の最小化ボタンを押してハングアウト画面を最小化し、CCreator が画面

全体に表示されるようにします。 

 
3.2 配信の確認 

・配信チェック用パソコン（または Android 端末）にて、配信チェック用の Moodle アカウントで Moodle
にログインする 
・オンデマンド講義ページで該当回の講義をクリックする 
・記載してある URL をコピーしてブラウザの URL 欄に貼り付け、YouTube 上で配信されていること

を確認する（既にオンデマンド講義の YouTube プレイヤーが埋め込まれているが、配信中は埋め込み

再生できない） 
 

3.3 コントロールルームで受講生のマイク・カメラ映像を管理する 
 ハングアウト画面の左メニューから「コントロールルーム」を選択します 
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 画面の右側にライブ講義参加者の一覧が表示されます。カメラとマイクアイコンをクリックすると

各参加者のカメラの表示/非表示、マイクのミュート/ミュート解除を切替えることができます。参

加者のマイクの音量の調整も可能です。 

 

4 講義終了操作 

4.1 ハングアウトの終了 
・ハングアウト画面下部の「配信を終了」ボタンを押す 

 
・ハングアウト画面上部の「通話から退出」ボタンを押し、「閉じる」を押す 

 
 
  



17 
 

4.2 YouTube 上での操作 
・YouTube トップページからクリエイターツールを選択 
・左メニューから動画の管理→動画を選択すると配信が終了した講義の動画が表示される 
・目的の講義の「編集」ボタンを押す 

 

・「詳細設定」タブで「埋め込み許可」にチェックし「変更を保存」ボタンを押す（この時、休講で講

義日がずれるなど、事前に設定してある内容と違いがある場合には、同時に記載を変更する） 

 
 
・YouTube 画面右のユーザーアイコンをクリックし、ログアウトする 

 
4.3 配信用パソコンの終了 

・CCreator を終了し、パソコンをシャットダウンする 
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