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WordPress「希望の船」の使い方 No.2 

WordPress勉強会 第2回 

開催場所：新宿3丁目 Space Market会議室 

日時：2020年2月8日 11:00～15:00 

 
「希望の船「心」号」Webサイト： 

  http://kokoroigo.site/ 
 
WordPress管理画面： 

  http://kokoroigo.site/wp-admin/ 

サポートチームのメールアドレス 

  support@kokoroigo.site 
  （木谷、三上） 

http://kokoroigo.site/
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1. 投稿ページの作成法 
 
1.1 ログイン 

　「希望の船」のトップページで、メニューの「ログイン」をクリックすると、次のような画面になりま
す。すでに登録している方は、「ユーザー名」と「パスワード」を入れて、青い「ログイン」ボタンを押
します。 

すると、次のようなトップページが表示されます。ログイン後のトップページは、ログイン前と一見して同
じにみえますが、メニューのうち「管理画面」が異なります。ログイン前には、「管理画面」メニューを
クリックすると、「ユーザー名」と「パスワード」を求める画面になります。けれども、いったんログイ
ンしたあとで、「管理画面」メニューをクリックすると、WordPressの画面が表示されるようになりま
す。投稿記事を新規作成したり、記事の編集、削除などを行うには、この管理画面から投稿編集画面に入
ることが必要です。 

1.2  投稿記事の作成、編集 

「投稿者」になっている会員は、WordPressの管理画面にアクセスして、自分の投稿した記事を自由に編
集することができます。そのためには、「管理画面」にアクセスする必要があります。それには、トップ
ページの縦書きメニューの中で「管理画面」をクリックします。 
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すると、次のような「管理画面」が表示されます。左の黒いサイドバーは「ダッシュボード」と呼ばれて
います。 

ダッシュボードのいちばん上に「投稿」というメニューがあります。ここにカーソルをあてると、右側に
「投稿一覧」「新規追加」というサブメニューが表示されます。すでに記事を作成していれば、「投稿一
覧」に投稿した記事の一覧が表示されます。まだ作成していない場合には、「新規追加」をクリックして、
新しい記事を作成します。下の画面が「新規追加」をクリックしたときの初期画面です。 

この画面は「ビジュアルエディター」の画面になっています。ビジュアルエディターというのは、
WordPressオリジナルの最新エディターで、Gutenbergと呼ばれています。ブロックを積み重ねるようにし
て記事を作成していきます。慣れると便利ですが、昔からのWordPressユーザーからは「使いにくい」とい
う評価も聞かれます。MIKADOテーマでは、この他に「コードエディター」「ページビルダー」という編集
画面も用意しています。「コードエディター」というのは、HTMLのコード記述方式に慣れている人向けの
エディターです。次のような画面になっています。 
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3つ目はMIKADOテーマ専用のエディターで、Gutenbergビジュアルエディターをさらに分かりやすくして、
プラモデルを作るような感覚でページを作成できる「ページビルダー」です。使いやすいテンプレートを
組み合わせてコンテンツを作っていくので、いちばん扱いやすいエディターだといえます。 

 

 

3つのエディターを切り替えるには、編集画面右上の  アイコンをクリックし、「エディター」メ
ニューから選択します。以下では、「ページビルダ−」 による記事作成法を説明します。 

1.3  ページビルダーによる記事作成 

1. 行を追加する 
ページビルダーで記事をつくるには、「行の追加」ボタンをクリックして行の設定画面を表示し、まず「カ
ラムの数」「カラム間のスペース」「行の下のスペース」「行の横幅」を設定します。ふつうは1カラムで
すが、2カラム、3カラムを指定することもできます。カラムの境界をドラッグしてカラム幅を0.1%単位で
調整することもできます。 
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カラムの指定が終わったら、右下の「追加」ボタンを押します。 

2.  コンテンツを追加する 
 
次に、1.で設定した行の中に入れるコンテンツの設定を行います。 

左上の「コンテンツを追加する」ボタンをクリックし、コンテンツの設定画面を表示します。コンテンツ
は1つの行内に「見出し」「文章」「画像」などを複数設定することが可能です。 

 
 

（コンテンツの設定画面） 
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見出しを入れる 
ふつうは、最初に「見出し」を置きます。上の設定画面で「見出し」をクリックすると、見出しの設定画
面が表示されます。ここでは、例として「巨大地震とは」という見出しを作成します。見出しのフォント
サイズ、フォントの色などを指定することができます。指定が終わったら、右下の「完了」ボタンを押し
ます。 

本文を書く 
続いて、「コンテンツを追加する」ボタンを押し、ふたたび「コンテンツ設定」画面を開き、「文章」を
選択します。すると下のような文章作成（編集）画面が開きますので、ここに本文を入力します。ここで
は、例として「巨大地震」についての説明文章を入れています。 

文章の入力が終わったら、右下の「完了」ボタンを押します。文章中に写真や図表を挿入したい場合は、
画面左上の「メディアを追加」ボタンを押し、「画像」を選択して、PCに保存されている写真を挿入しま
す。画像のサイズ、背景色、枠線の有無、内側のスペースなどを指定することができます。 
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写真を挿入する 
WordPressの投稿記事には、写真を自由に挿入することができます。「コンテンツを追加する」で写真や
動画を追加することもできます。これだと、写真や動画の位置を自由に入れ替えたり、写真を横にならべ
て「スライダー」を作成することができます。ここでは、写真を横に並べて「スライダー」を作成してみま
しょう。右下の「完了」ボタンを推して、いったん文章コンテンツを終えてみます。下のようなコンテン
ツ追加画面が表示されます。 

そこで、左上の「コンテンツを追加する」ボタンをクリックして、コンテンツの選択画面を表示させます。
メニューのなかで「スライダー」を選択します。 
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すると、スライダーの設定画面が表示されます。ここで、スライダーの切り替えスピード、アローの色、背
景色などを設定します。とりあえずデフォルト通りにします。 

スライダーを構成する写真は、「新しいアイテムを追加する」で指定していきます。「画像を選択する」を
クリックして、PCに保管してある写真をアップロードします。 

これでよければ、左下の「新しいアイテムを追加する」ボタンを押して、2枚目の写真を追加します。「画
像2」をクリックして、1枚目と同じようにして、PCに保存してある写真（画像2）を選択してアップロー
ドします。 
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2枚目の写真をアップロードすると、下のように画像2のサムネイルが表示されます。同じようにして、
「新しいアイテムを追加する」ボタンをクリックして3枚目以下の画像を選択し、アップロードしていきま
す。 
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ここでは地震災害に関連のある写真を全部で6枚アップロードしました。終わったら、右下の「完了」ボタ
ンをクリックします。すると、下のようなページビルダー編集画面が表示されます。 

実際のできあがりを見るには、編集画面の右上の「プレビュー」をクリックします。このように、文章の
後にスライダーが大きく表示されます。アロー（矢印）をクリックすると、次の写真が表示されます。 
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YouTube動画の挿入 

YouTubeの動画を挿入すると、WordPressの投稿記事はいっそう魅力的なものになります。ページビルダー
でYouTubeを挿入するときは、「コンテンツを追加する」をクリックし、コンテンツメニューから「文
章」を選びます。そして、文章の設定画面で「挿入」⇒「メディア」を選択します。 

すると、「メディアを挿入/編集」のメニューが表示されますから、「一般」の「ソース」窓にYouTube動
画のURLをペーストします。サイズもここで指定することができます。「縦横比を保存」にはチェックを入
れておきます。「OK」ボタンをクリックすると、編集画面にYouTube動画が表示れます。上のメニュー画
面で「中央揃え」アイコンをクリックすれば、YouTube動画を中央に表示させることができます。最後に
「完了」ボタンをクリックすれば、本文、スライダーのあとに動画を表示させることができます。 
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完成したページ 

ページビルダーを使えば、この他にも「タブ」「Googleマップ」「テーブル」などを簡単に追加すること
ができます。 
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アイキャッチ画像の挿入 

WordPressの投稿記事には、しばしば「アイキャッチ画像」がつけられています。この画像を加えることに
よって、ホームページ上で記事一覧をサムネイル画像とタイトルで示すことができます。また、記事の冒頭
にアイキャッチ画像を入れることによって、記事のアピール度を高めることができます。 

投稿記事が完成したら、編集画面のサイドメニューの「アイキャッチ画像設定」をクリックして、投稿記
事にふさわしい写真をアップロードするといいでしょう。 

カテゴリーの設定 
もう一つしておきたいのは、「カテゴリー」の設定です。投稿記事がどのカテゴリーに属しているかを指
定するのです。それによって、トップメニューの「カテゴリー」をクリックすると、そのメニュー　画面
に自分の投稿した記事が表示されるようになります。いまの例でいえば、「迫りくる巨大地震」のカテゴ
リーにチェックを入れておくといいでしょう。 
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2. 棋譜読み上げ動画の作成 

「希望の船」サイトの一つの大きな目標は、一般の人々に囲碁を普及させることにあるかと思います。そ
こで、以下では、「希望の船」サイトのコンテンツの一つとして、棋譜読み上げ＆解説の動画ページの作
り方について解説したいと思います。 

2.1  棋譜再生用のファイル 

パソコンやネット上で囲碁の棋譜を再生するときは、専用のファイルを使います。よく使われるのは*.sgf

形式、*.ugf形式、*ngf形式のファイルです。一般には*.sgf形式ファイルがいちばんよく使われます。日本棋

院で提供されているのは*.ugf形式のファイルです。*.ugf形式のファイルを*.sgf形式のファイルに変換するに
は、日本棋院が無料で提供している専用エディターに*.ugf形式のファイルを読み込み、保存するときに
*.sgf形式を指定するのがいちばん手軽な方法です。 

2.2  棋譜再生・編集ソフト Kiin Editor 

日本棋院では、棋譜ファイルを再生、編集できるソフトとして、Kiin Editorを無償で提供しています。とく
に*.ugf形式のファイルを使って棋譜観戦するには必須のソフトです。ただし、このソフトはWindows PCで
しか使えません。Kiin Editorの主な機能は次のとおりです。 

・UGF 形式ファイルの棋譜、コメントおよび参考図の閲覧、編集  

・UGI 形式、SGF 形式、NGF 形式ファイルの棋譜閲覧
・UGF 形式、SGF 形式の新規棋譜ファイル作成（置き碁、自由置き碁対応）
・現在の盤面をテキスト形式でクリップボードに出力
・盤面を画像（png ファイル）で保存
・棋譜印刷（総譜、部分譜、一定手数ごとの自動分割印刷に対応）
・目安としての形勢判断機能

（Kiin Editorの閲覧画面） 
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2.3  多機能囲碁ソフト「ネット囲碁学園」 

これは、プロ棋士の三村九段の友人が発案し、三村九段が協力して開発した囲碁ソフトで、次のような多
様な機能を持っています。 

・ネット教室・ネット大会機能 

・棋譜再生と保存・棋譜データベース機能 

・囲碁教材の作成機能 

・画像出力、動画・碁盤gifアニメ作成 

・AI対局と検討（開発中50%） 
・詰碁データベース・出題機能 

このソフトは、Kiin Editorと同様にWindowsパソコンだけで利用できます。「株式会社ネット囲碁学園」の
サイトから無料でダウンロードして利用することができます。 

http://www.igocampus.com/release　（ネット囲碁学園のダウンロードページ） 

このソフトを使って、三村プロはYouTubeチャンネルで囲碁解説の動画を多数アップしています。三村プロ
自身によるソフトの使い方に関する解説は次のURLをごらんください。 

https://youtu.be/c2gTEfRFi48 

このソフトを使った棋譜解説動画ページの作り方は、のちほど改めて説明したいと思います。 

http://www.igocampus.com/release
https://youtu.be/c2gTEfRFi48
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2.4  ネット上の棋譜観戦サイト 

ネット上で棋戦を鑑賞するには、いろいろな方法があります。日本棋院の会員になって、「幽玄の間」の
ソフト(Windows PCのみ）をダウンロードすれば、最新の棋戦をリアルタイムで鑑賞できる他、多くの棋
譜を再生して楽しむことができます。また、過去の膨大な棋譜データベースをウェブ上で再生することの
できるウェブページやブログもいくつかあります。「棋譜ぅ」（ http://www.kihuu.net/ )や「KifuDepot」
（https://kifudepot.net/KifuDepot）はその一例です。下に示したのは、KifuDepotの棋譜表示例です。 

ユーザーが1手ごとに棋譜を再生することができます。このサービスは、次に紹介するWordPressの棋譜再
生プラグインと同じプログラムを使っています。ただし、棋譜の解説はついていません。 

もう一つ有名なネット棋譜観戦ソフト(Windows PCのみ）は、「野狐囲碁」です。これは、2009年から始
まったオンライン囲碁対局サービスで、中国を中心に世界中で900万人以上のユーザーが登録しています。
自由な対局観戦と棋譜の閲覧をすることができます。 

http://www.kihuu.net/
https://kifudepot.net/
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2.5  WordPressの棋譜鑑賞プラグイン Go, Baduk, Weiqi 

次に紹介するのは、WordPressの棋譜鑑賞用プラグインです。このプラグインをインストールすると、自分
の作る投稿ページや固定ページに好きな棋譜を載せて、再生させることができます。上記のネット棋譜鑑
賞ソフトとは違って、解説入りの棋譜を掲載できるので、学習中のユーザーにとっては利便性が高いとい
えるでしょう。「希望の船」サイトにもこのプラグインをインストールしてありますから、目的に応じて
活用していただきたいと思います。 

作成の手順は次の通りです。 

 
   1. 日本棋院のサイトなどで目的の棋譜を検索し、*.sgfまたは*.ugfの棋譜ファイルをダウンロードする 

　2. Kiin Editorを使って、解説入りの棋譜を作成する。 

   3. Kiin Editorの保存機能を使って、*.sgf形式の棋譜ファイルを作成する。 

   4. 「希望の船」で新規投稿を作成し、*.sgfファイルをサーバーにアップロードする。 

   5. アップロードした*.sgfファイルのURLに[wgo] …[/wgo]のショートコードをはさんで、棋譜を表示した  

い位置に挿入する。 

   6. このページを公開する。 

 
1. 目的の棋譜を検索、ダウンロード 

投稿ページに載せたい棋譜が日本棋院所属のプロ棋士の対戦棋譜であれば、日本棋院のホームページで検
索し、*.ugfファイルの形でダウンロードすることができます（情報会員の場合）。ここでは、「名人戦」

「井山裕太」「2019年2月～」という条件で検索してみます。 

すると、次のように計6件の検索結果が表示されます。 
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入手したい棋譜にチェックを入れると、*.ugzファイルがパソコンにダウンロードされます。情報会員は月
に40譜までダウンロードすることができます。この*.ugzファイルを解凍して*.ugfファイルにしてからKiin 

Editorに読み込めば、対戦棋譜を鑑賞することができます。 

2. Kiin Editorで解説を追加し、SGF形式で保存する 

そこで、読み込んだ棋譜を最初の1手目から再生し、必要に応じてコメント欄に解説を入力していきます。
自分で独自の解説やコメントを書き込んでもいいし、プロの解説書を引用してもいいでしょう。 

解説を自分で書き込むのが面倒な場合は、日本棋院が毎月提供している「解説つき棋譜データ」のサービ
スを利用することができます。これは有名な棋戦のデータではありませんが、プロ棋士による対戦の棋譜
をKiin Editorで鑑賞することができるので、囲碁の勉強になると思います（「ためになる囲碁解説」のペー
ジ）。下の棋譜は、「第46期名人戦予選C（2020年1月9日）福岡航太郎初段対林海峯名誉天元戦」の*ugf

ファイルをKiin Editorに読み込んだものです。画面の右下に1手ごとの解説が記されています。 
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こうして作成した解説入り棋譜を他のソフトで活用したり、WordPressのプラグイン上で再生させるために
は、*.sgfファイルの形で棋譜を保存する必要があります。「ファイル」⇒「保存」として、「ファイルの種
類」を初期値のUGFファイルではなく、「SGFファイル」に変更して保存すれば、SGFファイルとして棋譜
が保存されます。 

3. 「希望の船」サイトに棋譜ファイルをアップロード 

次に、「希望の船」サイトの新しいページに棋譜を表示させます。そのため、まず棋譜データをサーバー
にアップロードします。WordPressの管理画面にアクセスし、サイドメニューの「メディア」⇒「新規追
加」をクリックします。すると、下のようなあっぽうロード画面が表示されますから、「ファイルを選択」
をクリックします。 

ここでは、名人戦高尾名人対井山挑戦者の対局棋譜データをアップロードしました。そこで、「メディ
ア」の下の「ライブラリ」をクリックします。すると、サーバーにアップロードされたファイルの一覧が
表示されますので、この中で左上にある「名人戦高尾対井山第一局all-1.sgf」を選択します。すると、
「アップロード先：」「リンクをコピー」という画面があり、リンクのアドレス(URL)が表示されますの
で、これをコピーしておきます。このアドレスに棋譜が保存されていることを示しています。 
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4. 新規投稿ページにショートコードを挿入する 

続いて、管理画面の「投稿」⇒「新規追加」を選択し、新規投稿の編集画面を表示させます。タイトルは
「第42期名人戦挑戦手合第1局　白：高尾紳路名人　黒：井山裕太挑戦者」とします。タイトルの下にある
＋マークをクリックします。そこで、「クラシック」をクリックします。 

すると、クラシックエディターの画面が表示されますので、さきほどのアドレスを「ペースト」します。続
いて、ペーストしたURLの左と右に、それぞれ[wgo]と[/wgo]というショートコードを書き加えます（下の
写真） 

そして、編集画面右上の「公開する」をクリックすると、次のように、解説入り棋譜が表示されます。こ
の解説は、高尾紳路名人の著書をもとに作成したものなので、著作権問題を生じないように、所属カテゴ
リーを「みんなの部屋」にして、会員限定のコンテンツとしました。それには、編集画面のサイドメニュー
の「カテゴリー」で「みんなの部屋」にチェックを入れます。 
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5. 棋譜を表示させる 

　「アイキャッチ画像」に棋譜のタイトルを入れ、著作権についての注記を本文に加えておきました。で
きあがったページは、次のとおりです。碁盤の下に、1手ごとの解説が表示されています。 

 

実際の棋譜ページのURLは次のところにあります。 

http://kokoroigo.site/?p=850&preview_id=850&preview_nonce=1201acbf2f&preview=true&_thumbnail_id=852 

http://kokoroigo.site/?p=850&preview_id=850&preview_nonce=1201acbf2f&preview=true&_thumbnail_id=852
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2.6  棋譜読み上げ＆解説のYouTube動画を作成する 

次に、Kiin EditorとYouTubeの機能を活用して、視覚障がい者や聴覚障がい者にも役に立つ棋譜読み上げ＆
解説ページを作成してみたいと思います。必要な手順は、 

・Kiin Editorに表示された棋譜を1手ずつ音声で読み上げ、それを録画する 

・1手ずつ、専門家がマイクと画面を使って音声とテキストで解説し、録画する 

・録画した*.mp4動画ファイルをYouTubeにアップロードする 

・YouTubeの自動字幕生成機能を使って、画面の下に字幕を表示させる 

ことです。 

 
1. Kiin Editor上で棋譜を読み上げ、録画する 

まず、Windowsパソコン上でKiin Editorに解説入りの棋譜を読み込み、パソコンの「録画」機能をオンにし
ます。 

Windows 10のパソコンには、Game DVRという画面録画機能が標準装備されています。ゲーム動画の他、
一般のアプリ画面も録画できます。Kiin Editorなど棋譜再生ソフトの画面録画にも使えます。Game DVRの
録画機能の主な特徴は釣りのとおりです。 

・録画はウィンドウ単位で行う 

・録画時間は最長2時間まで 

・マイクのついたパソコンなら、音声も録音可能 

・動画形式はMP4 

・音声コーデックはAAC、最高音質は192kbps 

・映像コーデックはH.264のみ（YouTubeに対応） 

・スクリーンショット（静止画）も撮れる 

まず、録画したいアプリをクリックして、アクティベートしておきます。次に、WindowsキーとGキーを 

同時に押すと、次のような画面と なります。「キャプチャ」メニューの丸いボタンを押
すと、録画が始まります。左のボタンが青い□に変わり、画面右に録画の経過時間が表示されます。青い
ボタンを押すと、録画が停止されます。録画の内容は、「ビデオ」フォルダ内の「キャプチャ」サブフォ
ルダにMP4の形式で自動保存されます。パソコンに向かって発話すると、パソコンに内蔵されたマイクあ
るいは外づけマイクを通じて音声が録音されます。 
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これによって、音声の解説つきの棋譜読み上げ＆解説動画が作成されます。棋譜を読み上げるときは、次
のような形で読み上げると、視覚障がい者にも分かりやすい音声で録画されるそうです（柿島光晴さんの
指摘）。 

第44期天元戦　予選A 
対局日:2017/10/12 
黒番:武宮正樹 九段 
 白番:岡田伸一郎 八段 
コミ：6.5目 
 結果：白0.5目勝ち 

-- 以降着手 -- 
黒1手目　16の四 
 白2手目　4の四 
 黒3手目　16の十六 
 白4手目　4の十六 
 黒5手目　6の十七 
 （中略） 
 黒243手目　10の五 
 白244手目　5の十五 
 黒245手目　7の十五 
 白246手目　19の五 
 黒247手目　19の六 

終了 
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2.  YouTubeチャンネルの作成 

次に、録画した棋譜読み上げ＆解説動画をYouTubeにアップロードする方法を説明します。 

YouTubeに動画をアップロードするには、YouTubeに自分のGoogleアカウントでログインする必要がありま
す。ここでは、「希望の船」専用のGメールアドレス kokoroigo@gmail.comでYouTubeにログインしてみま
しょう。 

YouTubeの画面で「希望の船」のGoogleアカウントでログインすると、下のような画面となります。 

 

まず最初にすべきことは、自分の「チャンネル」を作成することです。上の画像の「心号」という青いマー
クをクリックすると、「チャンネルを作成」というメニューが表示されますから、ここをクリックします。 

すると、「チャンネルを作成する方法を選ぶ」という画面が表示されます。ここでは、アカウント名でチャ
ンネルを作成することにします。すると、YouTubeでは「希望の船心号」という名前のチャンネルを自動的
に作成します。 
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3.  YouTubeに動画をアップロードする 

これでYouTubeに動画をアップする準備が整いました。自分のパソコンからYouTubeに動画をアップするた
びに、動画は「希望の船心号」というチャンネルに自動的に追加されます。動画のアップロード方法は簡
単で、上のチャンネル画面の青い「動画をアップロード」をクリックして、パソコンの動画ファイルを指
定するだけです。ここでは、例として、木谷正道＆心の唄バンドのコンサート動画をアップロードしたい
と思います。上の青いマークをクリックすると、次のような画面になります。そこで、パソコンに保存し
てある動画ファイルをこの画面にドラッグしてみます。 

すると、次のような「動画をアップロード」という画面に切り替わります。「タイトル」にはファイル名
が表示されています。このままでよければ、そのままにしておきます。必要に応じて、「説明」を加えます。 

層がが処理されるのにしばらく時間がかかります。終わると、下のようにサムネイルが表示されます。こ
こでは、動画の画面で表示されるサムネイルを自分で選択することもできます。 

これでよければ、右下の「次へ」ボタンをクリックし、最後に「公開」ボタンをクリックします。 
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すると、「希望の船心号」のチャンネルに、いまアップロードした動画が表示されているのがわかります。
 

左のサムネイルをクリックすると、大きな画面で「木谷正道＆心の唄バンド」のコンサート動画が表示さ
れ、再生ボタンをクリックすることで、動画を鑑賞することができます。 

この動画は、YouTube上で鑑賞できるだけではなく、動画のURLをコピーして、「希望の船」サイトの投稿
ページにペーストすれば、「希望の船」のページ上に表示させることもできます。 



ページ27

4.  棋譜読み上げ＆解説動画をYouTubeにアップロードする 

次に、2.6でKiin EditorとWindowsの画面録画機能を使って作成した、棋譜読み上げ＆解説動画をYouTubeに
アップロードし、YouTubeに実装されている「自動字幕生成」機能を使って、画面に字幕を表示させる方法
を検討したいと思います。 

Windowsの画面録画機能を使って動画を作成することは簡単ですが、実はこうして作られた動画ファイル
は、ファイルサイズが驚くほど大きいので、そのままYouTubeにアップロードするのは問題があります。例

えば、高尾対井山名人戦の棋譜読み上げ動画の場合は、なんと748MBという巨大なサイズになっていま
す。そこで、このファイルをVideoProcというMac用の「ビデオ変換ソフト」に読み込ませてファイルサイ
ズを縮小すると、解像度を落とすことなく、なんと128MBまで圧縮することができました。最初の約6分
の1ですね。これなら、YouTubeにアップロードする時間、YouTube動画を再生するまでの時間を大幅に短
縮することができます。 

この圧縮されたファイルをYouTubeにアップロードするには、YouTubeの「希望の船」アカウントを開き、
画面右上の「ビデオカメラ」アイコン⇒「動画をアップロード」をクリックします。 

そして、パソコンに保存した動画ファイルを選択します。すると、さきほどの「心の唄コンサート」動画
の場合と同じように、動画の処理が始まり、しばらく待つとYouTubeへのアップロードが完了します。動
画を処理している間に、「タイトル」「説明」を加えておくといいでしょう。 

なお、今回の動画には、著作権にふれるコンテンツが含まれているので、公開設定では「限定公開」（動
画のリンクを知っているユーザーが動画を視聴できる）を選択します。 
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さて、アップロードされたはずの動画をみようと、「心号」のチャンネルを見ると、動画が掲載されてい
ません。これは、公開設定を「限定公開」にしたためです。リンクを知っているユーザーのみが閲覧でき
るからです。この動画をみるには、「動画のリンク」を指定しなければならないのです。リンクとは、
YouTube動画のURLのことです。このURLは、アップロードするときに、「動画リンク」として表示されま
す。これを忘れずにメモしておきましょう。今回の動画リンクは 

https://youtu.be/Ys1DaxY97-Y 

でした。このリンクを開くと、下のように確かに動画がYouTubeにアップロードされています。 

5.  自動的に字幕を生成させるための設定 

さて、この動画画面の下には、「字幕」のアイコンができており、このアイコンをクリックすると、画面
の下に白抜きの字幕表示されます。このように、YouTubeは、アップロードされた動画の音声に自動的に
字幕をつけてくれます。 

ただし、アップロードされた動画によっては字幕のアイコンが表示されないものもあります。そんな場合
は、「動画の編集」で「その他のオプション」を選び、「動画のオリジナル言語の字幕」を日本語に設定
すると、自動字幕のアイコンが表示されるようになります。 

https://youtu.be/Ys1DaxY97-Y
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6.  「ネット囲碁学園」を使った棋譜読み上げ＆解説動画の作り方 

さきに紹介した「ネット囲碁学園」は、プロ九段の棋士が開発に関わっただけあって、たいへんよくでき
た囲碁指導＆解説用のソフトです。「希望の船」でも、とくにYouTubeのチャンネルにアップロードして活
用したいものです。そこで、このソフトを使って、とくに視覚障がい者、聴覚障がい者、高次脳機能障が
い者などにも役立つようなコンテンツを作り、YouTubeで公開するための方法を検討したいと思います。 

「ネット囲碁学園」のインストール 

このソフトはWindowos 10 パソコン専用なので、このパソコンを用意して、次のサイトからインストール
用ファイルとマニュアルをダウンロードしましょう。 

「ネット囲碁学園」Ver8.5（多言語）最新リリース（http://www.igocampus.com/release） 

・ダウンロードしたインストーラをダブルクリックして、画面に従ってインストールします。 

・インストール完了後、デスクトップにIGCというショートカット (Igo Campus Startup)が生成されます。 

 
・このショートカットをダブルクリックすると、システムが起動します。 

教師IDの登録とログイン 

「ネット囲碁学園」は「教師システム」「学生システム」「観戦システム」の3つから成っています。囲碁
の講師、対局解説、指導、連絡などを行う権限をもっているのは教師だけですので、ここではまず教室ID

の申請を行ってIDを取得します。今回はkokoroigo@gmail.comで申請し、TM202002069548という教室IDを
発行してもらいました。教師の資格を必要とする方は、個別にIDを申請されるといいと思います。 

教室IDを取得したら、IDとパスワードを入れて「ログイン」をクリックします。初めての場合は、システム
の側で教室IDを有効にするための認証を行います。申請したメールに記されたリンクをクリックすると、
教室IDが有効になります。これで再び「ログイン」ボタンをクリックすると、システムが起動します。 

http://www.igocampus.com/release
http://www.igocampus.com/release
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AI碁盤の活用 

ネット教室を開くのでなければ、まずはAI碁盤を開いて、ネット囲碁学園の利用に習熟するのが早道で
しょう。使うには、メインメニューの「AI碁盤」をクリックします。 

すると、下のような碁盤とサイドメニューが表示されます。 

サイドメニューから、さまざまなツールを選んで、棋譜に書き込むことができます。Kiin Editorと同じよう
に、*.SGF形式の棋譜データを読み込んで、盤上で再現することができます。それには、画面下の「棋譜ブ
ラウザー」をクリックします。 
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