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Kaltura で動画のダウンロードを有効にするには 

How to enable video downloading in Kaltura 
 

動画をダウンロードする際は以下の手順で行ってください。 

1. 「動画の編集」からダウンロードを有効にする。 

2. 「動画のダウンロード」タブからダウンロードする。 

Please follow the steps below to download the video. 

1. Enable download from “Edit”. 

2. Download the video from the “Download” tab. 

 

注意：動画のダウンロードを有効にすると、利用者からもダウンロードが可能になってしまいます

ので、利用者にダウンロードをさせたくない場合は、動画を一旦、非公開(Private)にしてから、ダ

ウンロードしてください。 

Note: If you do not want users to be able to download the video, please set the video 

to private before downloading. 

 
 

1.「動画の編集」からダウンロードを有効にする。（マイメディア） 

Enable download from “Edit”. (My Media) 
 

1-1.ナビゲーションメニューの「マイメディア」をクリック。 

Click "マイメディア" in the navigation menu. 

 
 

1-2. ダウンロードを有効にしたい動画をクリック。 

Click on the video you want to enable downloading. 
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1-3.「Actions」のプルダウンメニューから「Edit」を選択。 （Edit が表示されない場合

は、ウィンドウの横幅を広げてください。） 

Select "Edit" from the "Actions" pull-down menu. (If you can't find "Edit", expand 

the width of the window.) 

 
  

1-4.「Downloads」 のタブをクリック。 

Click on the "Downloads" tab. 
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1-5.「Available Formats」 の右に表示されている項目全てにチェックを入れて

「Save」をクリック。（動画によって項目の種類は異なります。） 

Check all items in the right of "Available Formats" and click "Save". (The items 

vary by video.) 

 
1-6.「The information was saved successfully」が表示されたら「Go To Media」で

確認画面へ移動。  

After "The information was saved successfully" is displayed, click "Go To Media" 

to go to the confirmation screen.  

  
 

ここまでの設定で動画をダウンロードできるようになります。 

With these settings, you will be able to download videos.    

 

 

2.「動画のダウンロード」タブからダウンロードする。 

Download the video from the “Download” tab. 
   

2-1.ダウンロードが有効になっていると、ユーザーは新たに追加されたダウンロードタブ

から動画をダウンロードすることができます. 
If downloads are enabled, the download tab will be added. You can download 

the video from there. 
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＊ウィンドウの横幅が狭い時、ダウンロードタブが省略される場合があります。その際には

Details タブの右の矢印をクリックしてください。 

 
 

ダウンロード後も、この動画にアクセス可能なユーザーにはダウンロードタブが表示されま

すので、ユーザーにダウンロードを許可したくない場合は、この手順で解除してください。 

After downloading, the download tab will still be visible to users who have 

access to this video, so if you do not want to allow users to download, follow 

the procedure to deactivate it. 
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［付録］ 
メディアギャラリーからもダウンロードのオプションを変更できます。 

You can also change the download options from the Media Gallery. 

1. メディアギャラリーに移動し、目的の画像の斜め下にマウスカーソルを移動し、 

「…」が表示されたらクリック 

Go to the Media Gallery, move the mouse cursor to the lower corner of the image, and click 

"...". 

 
2.鉛筆のマークが表示されたらクリックしてください、編集モードに入ります。 

Click on the pencil symbol to enter the edit mode. 

 
3.「Downloads」タブが表示されたら、マイメディアでの設定と同様の操作で設定できます。 

Once the "Downloads" tab appears, you can configure the settings in the same way as 

for My Media. 
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