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１．管理者管理
１－１．管理者の追加

【管理者管理｜一覧画面】 の［新規で登録する］をクリックすると 【管理者管理｜登録】 画面が表示されます。
基本情報、ログイン情報を入力後［確認する］をクリックすると 【管理者管理｜登録内容の確認】 画面が表示され、
［新規で登録する］をクリックすると管理者が追加されます。

管理者種別 ： 映像管理者で登録すると映像管理以外の管理を扱うことはできません。
統括管理者で登録した場合は全ての管理を扱うことができます。

ログイン情報 ： ログインID、パスワードともに4桁～16桁の半角英数字での登録となります。
ログインIDに関しては、既に登録されているログインIDと同じものを登録することはできません。

【管理者管理｜登録】 画面
【管理者管理｜登録の内容確認】 画面

統括管理者でログインした場合 映像管理者でログインした場合

管理者種別



4

１．管理者管理
１－２．管理者の詳細・編集

管理者の詳細 ： 【管理者管理｜一覧画面】 の［詳細を見る］をクリックすると 【管理者管理｜詳細情報】 画面が表示されます。

管理者の編集 ： 【管理者管理｜一覧画面】 の［編集する］又は【管理者管理｜詳細情報】 画面の［編集する］をクリックすると
【管理者管理｜編集】 画面が表示されます。基本情報、ログイン情報を入力後［確認する］をクリックすると
【管理者管理｜編集内容の確認】 画面が表示され、［更新する］をクリックすると管理者の情報が更新されます。

【管理者管理｜詳細情報】画面

【管理者管理｜編集】画面

【管理者管理｜編集内容の確認】画面
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１．管理者管理
１－３．管理者の削除

【管理者管理｜一覧画面】 の［削除する］をクリックすると【管理者管理｜削除内容の確認】 画面が表示され、
［削除する］をクリックすると管理者が削除されます。

【管理者管理｜削除内容の確認】 画面



6

２．映像カテゴリ管理
２－1．映像カテゴリの追加
【映像カテゴリ管理｜登録】 画面でカテゴリ名、管理メモを入力後［確認する］をクリックすると
【映像カテゴリ管理｜登録内容の確認】 画面が表示され、［新規で登録する］をクリックするとカテゴリが追加されます。
管理メモに関しては入力必須ではありません。

【映像カテゴリ管理｜登録】 画面

【映像カテゴリ管理｜登録内容の確認】 画面
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２．映像カテゴリ管理
２－２．映像カテゴリの詳細

映像カテゴリの詳細 ： 【映像カテゴリ管理｜一覧画面】 の［詳細を見る］をクリックすると 【映像カテゴリ管理｜詳細情報】 画面
が表示されます。
［編集する］をクリックすると【映像カテゴリ管理｜編集】 画面に移ります。

【映像カテゴリ管理｜詳細情報】 画面 【映像カテゴリ管理｜編集】 画面
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２．映像カテゴリ管理
２－３．映像カテゴリの編集

【映像カテゴリ管理｜編集】 画面

映像カテゴリの編集 ： 【映像カテゴリ管理｜一覧画面】 の［編集する］又は【映像カテゴリ管理｜詳細情報】 画面の［編集する］
をクリックすると【映像カテゴリ管理｜編集】 画面が表示されます。
カテゴリ名、管理メモの入力後［確認する］をクリックすると【映像カテゴリ管理｜編集内容の確認】 画面
が表示され、［更新する］をクリックするとカテゴリが更新されます。

【映像カテゴリ管理｜編集内容の確認】 画面
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２．映像カテゴリ管理
２－４．映像カテゴリの削除

【映像カテゴリ管理｜一覧画面】 の［削除する］をクリックすると【映像カテゴリ管理｜削除内容の確認】 画面が表示され、
［削除する］をクリックするとカテゴリが削除されます。

【映像カテゴリ管理｜削除内容の確認】 画面
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３．映像管理
３－１．映像の追加①

【映像管理｜検索一覧画面】 の［新規で登録する］をクリックすると 【映像管理｜登録】 画面が表示されます。
映像タイトル、映像カテゴリを入力し映像ファイルを選択後［確認する］をクリックすると 【映像カテゴリ管理｜登録内容の確認】
画面が表示され、［新規で登録する］をクリックすると映像が追加されます。
映像カテゴリ管理でカテゴリを作成していないと映像は登録できません。

【映像管理｜登録】 画面

【映像管理｜登録内容の確認】 画面
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３．映像管理
３－２．映像の追加② －映像のアップロード－

映像：アップロード方法をPCと携帯電話から選択します。
映像の対応形式は、FLV、WMV、MOV、MPG(MPEG)、MPA、MPV、MP4、AVI、3GP、3G2 となります。

パソコンからアップロード ：［参照］ボタンから映像をアップロードします。
映像ファイルをアップロードすると［再生］ボタンが表示されるので、アップロードした映像を
確認することができます。

携帯電話からアップロード ： 登録画面に記載されている映像登録メールアドレス宛に映像を添付して送信します。
登録メールアドレスはQRコードから読み取っての取得と携帯メールアドレスを入力し、
メールを送信しての取得ができます。
メールを送信したら映像ファイルがアップロードされるので、［アップロード確認］ボタンをクリックして
アップロードの確認を行います。

【パソコンからアップロード】

【携帯電話からアップロード】
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３．映像管理
３－３．映像の追加③ －サムネイル画像のアップロード－

サムネイル画像 ： アップロード方法を映像からの作成とPC、携帯電話から選択します。

映像から作成する ： 指定した時間の映像からサムネイル画像を作成します。
パソコンからアップロード ：［参照］ボタンから映像をアップロードします。
携帯電話からアップロード ： 登録画面に記載されている画像登録メールアドレス宛に画像を添付して送信します。

登録メールアドレスはQRコードから読み取っての取得と携帯メールアドレスを入力し、
メールを送信しての取得ができます。
メールを送信したら画像ファイルがアップロードされるので、［アップロード確認］ボタンをクリックして
アップロードの確認を行います。

【映像から作成する】 【携帯電話からアップロード】

【パソコンからアップロード】
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３．映像管理
３－４．携帯からのアップロード① －QRコードから読み取り－

映像やサムネイル画像を携帯電話からアップロードする場合、
QRコードから読み取る方法と携帯メールアドレスを入力して登録メールアドレスを取得する方法があります。
QRコードから読み取る場合 ： QRコード読み取りようのアプリケーションを起動してQRコードを撮影するとURL（登録メールアドレス）

が表示されます。
注意：登録メールアドレスをQRコードで取得するとき、ページを移動すると映像（画像）登録メールアドレスが変更されます。

【携帯電話からアップロード】

①QRコードを読み取ります。

②QRコードに入っている登録メールアドレスが表示されます。

③表示されたメールアドレスを選択すると、メール作成
画面が表示されますので映像（画像）を添付して送信します。

④［アップロード確認］ボタンをクリックして映像（画像）が
アップロードされたか確認します。

①撮影

②登録メールアドレスが表示 ③添付メールの送信

④確認
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３．映像管理
３－５．携帯からのアップロード② －メール送信してURLを取得－

メール送信してURLを取得する場合 ： 入力欄に携帯メールアドレスを入力し［メール送信］ボタンをクリックすると
携帯メールアドレス宛にURLが送信されます。

【携帯電話からアップロード】

②登録メールアドレスを受信 ③添付メールの送信

④確認

①携帯メールアドレスを入力して［メール送信］をクリックします。

②携帯に登録メールアドレスが記載されたメールが送信されます。

③受信したメールアドレス宛に映像（画像）を添付して送信します。

④［アップロード確認］ボタンをクリックして映像（画像）が
アップロードされたか確認します。
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３．映像管理
３－６．映像の詳細
３－６－１．再生タグの利用①
【映像管理｜検索一覧画面】 の［詳細を見る］をクリックすると 【映像管理｜詳細情報】 画面が表示されます。
再生タグ項目の［クリップボードにコピー］をクリックするとソースがコピーされます。
コピーされたソースをホームページやブログに貼り付けるとそのサイト内で映像を流すことができます。

【映像管理｜詳細情報】 画面

自動再生：自動再生にチェックすると映像（再生タグ）を貼り付けたサイトを開くと
同時に映像が再生されます。

リピート再生：リピート再生にチェックすると映像が繰り返し再生されます。
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３．映像管理
３－６．映像の詳細
３－６－２．再生タグの利用② －ex.ブログで映像を流す－
コピーした再生タグをブログの投稿画面（ソース画面）に貼り付けて投稿するとブログで映像が流れます。

投稿画面 Webパイロットブログ

コピーした再生タグの貼り付け
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３．映像管理
３－６．映像の詳細
３－６－３．エンコードの失敗
【映像管理｜詳細情報】 画面でエンコード失敗の表示が出たときは映像ファイルが保存されていないので、
一度エンコードが失敗した映像を削除してから再度新規で登録する必要があります。
エンコードの失敗はファイル形式が違う場合や、サラウンド形式のファイルが選択されたときなどに発生します。
対応している音声はステレオとモノラルになります。

【映像管理｜詳細情報】画面

エンコードが失敗したとき
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３．映像管理
３－６．映像の詳細
３－６－４．画像作成失敗
【映像管理｜詳細情報】 画面で画像作成失敗の表示が出たときは、画像作成条件で再生時間よりも大きい値を
入れたときなどに発生しますので、再生時間内で登録する必要があります。

【映像管理｜詳細情報】画面

画像作成が失敗したとき
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３．映像管理
３－７．映像の編集

【映像管理｜検索一覧画面】 の［編集する］又は【映像管理｜詳細情報】 画面の［編集する］をクリックすると、
【映像管理｜編集】 画面が表示されます。映像タイトル、映像カテゴリを入力し、映像ファイルを選択後［確認する］を
クリックすると【映像管理｜編集内容の確認】 画面が表示され、［更新する］をクリックすると映像情報や映像が更新されます。

※映像を変更した際にサムネイル画像の変更がなかった場合は編集する前のサムネイル画像が表示されます。

【映像管理｜編集】 画面

【映像管理｜編集内容の確認】 画面

サムネイル画像
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３．映像管理
３－８．映像の削除

【映像管理｜検索一覧画面】 の［削除する］をクリックすると【映像管理｜削除内容の確認】 画面が表示され、
［削除する］をクリックすると映像が削除されます。

【映像管理｜削除内容の確認】 画面【映像管理｜検索一覧画面】
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４．再生リスト管理
４－１．再生リスト一覧

【再生リスト管理】 では再生リストの管理をします。
再生リストとは複数の映像を再生するときに順番を決めて連続再生するための機能です。
一つのリストに登録できる映像は１０個までです。

【再生リスト管理｜検索一覧】 画面
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４．再生リスト管理
４－２．再生リストの追加

【再生リスト管理｜登録】 画面でリストタイトルを入力後［確認する］をクリックすると
【再生リスト管理｜登録内容の確認】 画面が表示され、［新規で登録する］をクリックすると再生リストが追加されます。
ここでの登録はリストタイトルであり映像の登録はできません。

【再生リスト管理｜登録】 画面

【再生リスト管理｜登録内容の確認】 画面
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４．再生リスト管理
４－３．再生リストへ追加

再生リストに映像を追加するには【映像管理｜詳細】 画面から行います。
「再生リスト情報」の再生リスト追加からリストタイトルを選択し、［再生リストから追加する］をクリックすると再生リストに追加されます。
一つのリストタイトルに登録できる映像の最大数は10個です。
リストタイトルは再生リスト管理から追加しておく必要があります。（４－２．再生リストの追加）

【映像管理｜詳細情報】 画面

【再生リスト管理｜検索一覧】 画面

追加された映像のリスト

再生リスト追加：選択必須です。
追加済み再生リスト：既に登録されている再生リスト。（同じ再生リストへの追加はできません。）
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４．再生リスト管理
４－４．再生リストの再生

・登録されている映像のリスト
・クリックすると選択された映像が再生されます。

リストタイトル

選択された映像のタイトル

STARTボタン ： 映像を再生します。

PREVボタン ： 一つ前の映像に戻ります。

MOVIE LISTボタン ： 映像の切り替えをします。

NEXTボタン ： 次の映像に進みます。
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４．再生リスト管理
４－５．再生リストの詳細

【再生リスト管理｜検索一覧画面】 の［詳細を見る］をクリックすると 【再生リスト管理｜詳細情報】 画面が表示されます。
再生タグ項目の［クリップボードにコピー］をクリックするとソースがコピーされます。
コピーされたソースをホームページやブログに貼り付けるとそのサイト内で映像を流すことができます。

【再生リスト管理｜詳細】 画面

自動再生：自動再生にチェックすると映像（再生タグ）を貼り付けたサイトを開くと
同時に映像が再生されます。

リピート再生：リピート再生にチェックすると映像が繰り返し再生されます。
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４．再生リスト管理
４－６．再生リストの編集①

【再生リスト管理｜検索一覧画面】 の［編集する］又は【再生リスト管理｜詳細情報】 画面の［編集する］をクリックすると、
【再生リスト管理｜編集】 画面が表示されます。リストタイトルを入力後［確認する］をクリックすると
【再生リスト管理｜編集内容の確認】 画面で［更新する］をクリックするとリストタイトルが更新されます。

【再生リスト管理｜編集】 画面 【再生リスト管理｜編集内容の確認】 画面
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４．再生リスト管理
４－７．再生リストの編集②

【再生リスト管理｜編集】 画面の「サムネイル画像一覧（映像静止画）情報」では再生順序の変更やリストから映像の削除をします。

並び順（▲UP or DOWN▼） ： リスト再生時の映像再生順番を変更します。
操作 ［削除する］： 再生リストにある映像を削除します。

ここでの削除は再生リスト内のものであるので、 映像管理に登録された映像は削除されません。

【再生リスト管理｜編集】 画面 サムネイル画像一覧（映像静止画）情報
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４．再生リスト管理
４－８．再生リストの削除

【再生リスト管理｜検索一覧画面】 の［削除する］をクリックすると【再生リスト管理｜削除内容の確認】 画面が表示され、
［削除する］をクリックすると再生リストが削除されます。
ここで削除をすると再生リストに登録されている映像は全て削除されますが、映像管理に登録された映像は削除されません。

【再生リスト管理｜削除】 画面【再生リスト管理｜検索一覧】 画面
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５．公開許可設定
５－１．公開許可URL

【公開許可設定】 では映像を公開するURLの設定をします。
ここで公開URLが設定されると設定されたURL以外の場所での公開は不可となります。
URLを設定されなかったときはどのページでも公開できます。

設定例① ： 「http://www.iowp.jp/」 で設定された場合
上記URL以降の階層であればページのどこでも公開できます。
「http://www.iowp.co.jp/io_asp_070410.html」 や 「http://www.iowp.jp/kanazawaitbz20070118.html」
のようにサイト内の別ページでも公開できます。

設定例② ： 「http://www.iowp.jp/io_asp_070410.html」で設定された場合
上記URLのページのみの公開となります。
「http://www.iowp.jp/」 や 「http://www.cyberstation.co.jp/kanazawaitbz20070118.html」
のように同サイト内の別ページで公開することはできません。
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５．公開許可設定
５－２．公開許可URL追加・削除

公開URL追加：【公開許可設定】の［追加］をクリックすると入力欄が表示されますので、公開するURLを入力後
［確認する］をクリックすると確認画面が表示され、［更新する］をクリックすると設定されます。
［追加］をクリックするごとに入力欄が表示されますので、複数の公開URLを一括で設定することができます。

公開URL削除：［削除］をクリックすると公開URLが表示上消え、［確認する］をクリックすると確認画面が表示され、
［更新する］をクリックすると公開URLが削除されます。

公開URL追加 公開URL削除


