
 

 

  

株式会社 SOBA プロジェクト 

      

SOBA フレームワーク・クラウド 開
発ドキュメント 
 



内容  

はじめに  ............................................................................................................. 7 

ご利用の流れ  ....................................................................................................... 8 

アカウント登録  ...................................................................................................... 9 

アカウント登録(ユーザー登録)の手順  ......................................................................... 9 

パーツタグの取得  ................................................................................................. 13 

パーツを使用する Web サイトを登録する  ................................................................... 13 

WebRTC プラットフォームの登録  ............................................................................ 14 

使用パーツを作成する  ........................................................................................ 18 

使用パーツを使う  .............................................................................................. 19 

パーツの用語について  ......................................................................................... 20 

1.チャンネルとは？ .......................................................................................... 20 

2.AppID とは？ ............................................................................................ 21 

2-2.%appid%の確認方法は？ ......................................................................... 22 

Flash ライブストリームパーツ  ..................................................................................... 23 

設定オプション  ................................................................................................. 23 

ウィジェットの表示の解像度（幅、高さ）を変更する(publisher/subscriber 共通) ............... 23 

カメラの映像品質の解像度（幅、高さ）を変更する(publisher 専用) ............................... 24 

配信する映像を滑らかに表示する（publisher 専用） ................................................ 24 

受け取る映像の滑らかさを変更する（subscriber 専用） ............................................. 25 

現在の送信ビデオフィードの 1 秒あたりの最大帯域幅を指定する（publisher 専用） ............ 25 



必要な画質を設定する（publisher 専用） ............................................................ 26 

コントロールメニューの表示を消す(publisher/subscriber 共通) ..................................... 26 

ユニークなキャプションを表示する。(publisher/subscriber 共通) .................................... 26 

カメラを無効化する(publisher 専用) .................................................................... 27 

自動再生する(publisher 専用) ......................................................................... 27 

自動再生時にカメラを停止した状態で開始する（publisher 専用） ................................. 27 

自動再生時にマイクを停止した状態で開始する（publisher 専用） ................................. 27 

カメラを停止した時にアバターを表示させる（publisher/subscriber 共通） ........................ 28 

マイクを無効化する(publisher 専用) .................................................................... 28 

スピーカーを無効化する（subscriber 専用） .......................................................... 28 

専用メニューを表示する（publisher/subscriber 共通） ............................................ 29 

右クリックすると表示される専用メニューは data-widget-id を指定して表示します。 ................ 29 

カメラが停止時のメッセージを決める。(publisher/subscriber 共通) ................................ 29 

ローカルでのみ再生する(publisher 専用) ............................................................... 29 

受信側を自動再生させない(subscriber 専用) ........................................................ 29 

ストリームの表示を開始するまでのバッファリング時間を指定する（publisher/subscriber 共通） 30 

最大バッファー長を指定する（publisher/subscriber 共通） ....................................... 30 

最大ネットワーク帯域を指定する（publisher/subscriber 共通） .................................. 30 

H264 エンコードを有効にする（publisher 専用） ..................................................... 31 

JavaScript で動的に切り替え可能にする。................................................................. 31 

使いかた  ..................................................................................................... 31 



WebRTC メディアパーツ  ......................................................................................... 34 

オプション  ....................................................................................................... 34 

Publisher（配信側） .................................................................................... 34 

Subscriber 受信側  ..................................................................................... 35 

例１ ディスプレイの解像度（幅、高さ）を変更する  ................................................... 36 

例２ 映像を滑らかに表示する  ........................................................................... 36 

例３ マイクを無効化する  ................................................................................. 36 

例４ カメラの解像度（幅、高さ）を変更する  .......................................................... 37 

テキストチャットパーツ  ............................................................................................. 38 

オプション  ....................................................................................................... 39 

表示されるユーザーID を変更する  ........................................................................ 39 

その他オプション  ............................................................................................. 39 

CSS でスタイルを変更する  .................................................................................... 39 

チャットの幅、高さを変更する  .............................................................................. 39 

（旧）スライドパーツ  ............................................................................................. 41 

スライドデータの URL を取得する方法  ....................................................................... 41 

オプション  ....................................................................................................... 43 

スライドの幅、高さを変更する  .............................................................................. 43 

スライドデータの取得 URL を指定する  .................................................................... 43 

スライドへの書き込み禁止を指定する  ..................................................................... 43 

オプション（API） ............................................................................................. 44 



ペンの線の幅を変更するには  .............................................................................. 44 

ペン入力か消しゴムのモードを切り替えるには  ............................................................. 44 

スライドを拡大・縮小表示するには  ........................................................................ 44 

ペン入力の色を変更するには  .............................................................................. 45 

新しいスライドをセットするには  ............................................................................. 45 

スライドパーツ  ..................................................................................................... 46 

ツールボックス  .................................................................................................. 46 

コントローラー ................................................................................................... 47 

アップロードした資料の情報を取得する方法 ................................................................. 47 

アップロード済の資料を開く .................................................................................... 48 

オプション  ....................................................................................................... 49 

ホワイトボードの動作設定  ................................................................................. 49 

ルームの設定  ............................................................................................... 49 

同期の方法を変更する  .................................................................................... 49 

ツールボックスの表示・非表示を変更する  ................................................................. 49 

スマートフォン・タブレットでの利用  ................................................................................ 51 

概要  ............................................................................................................ 51 

Flash ライブストリームパーツのご利用方法  .................................................................. 51 

クラス  ........................................................................................................ 51 

初期化  ...................................................................................................... 51 

終了  ......................................................................................................... 52 



その他  ....................................................................................................... 52 

flash 版との違い  ............................................................................................ 52 

ライブラリ API について  ........................................................................................ 53 

Flash ライブストリームパーツのご利用手順  .................................................................. 53 

サンプルソースについて  ......................................................................................... 53 

SOBA フレームワーク・クラウド使用環境  ....................................................................... 55 

対応クライアント OS： ........................................................................................ 55 

対応クライアントブラウザ  ....................................................................................... 55 

 

 

  



変更履歴  

2015/03 初版作成 

2015/06/17 スライド API に newSlide を追記 

2015/07/07 WebRTC 動作環境について追記 

2016/08/26 パラメーターの追記。録画についての表示を削除。全体の文言を見直し 

2016/11/02 trigger について追記 

2017/05/11 全体の文言を見直し。Flash のパラメーターの見直し 

2017/06/20 スライドをバージョンアップ。過去のスライドは「（旧）スライド」に変更。Flash のパラメーターを

追加 

2017/07/12 Flash のパラメーターに h264 などを追加 

  



はじめに 

SOBA フレームワーク・クラウドは、web サイトに動画配信やチャット、スライド表示する機能を提供するビジュ

アルコミュニケーションに特化したフレームワークです。 

Flash ライブストリームパーツ・チャットパーツ・スライドパーツなどの、ビジュアルコミュニケーションに必要な各種パ

ーツが用意されています。 

これらのパーツは HTML のタグとして用意されており、この HTML のタグを Web ページに配置することで、各

種のビジュアルコミュニケーション機能を Web ページに組み込むことができます。 

  



ご利用の流れ 

 STEP1登録 

ご利用にはユーザー登録が必要です。 

ユーザー登録の手順  

 STEP2パーツタグ（ウィジェット HTML）のご取得 

SOBA フレームワーク・クラウドの機能をご利用頂くには、パーツを使用する web サイトの URL の登録が必要

です。 

但し SOBA フレームワーク・クラウドが https での接続を必須にしているためサイトは https である必要があり

ます。 

※自己証明書でも問題御座いません。 

パーツタグ取得の手順 

 STEP3ご利用 

STEP2 で取得したタグを、web サイトに貼り付けるだけでご利用頂けます。 

 

  



アカウント登録  

SOBA フレームワーク・クラウドへの新規アカウント登録の方法をご説明します。 

アカウント登録 (ユーザー登録 )の手順  

1. SOBA framework cloud のページを表示します。 

2. 新規登録をクリックします。 

 

3. 任意のメールアドレスとパスワードを入力して、ユーザー登録ボタンをクリックします。 

https://sfc.soba-project.com/


 

4. ユーザー登録が完了するとユーザー登録完了ページに遷移します。 



 

5. 登録したメールアドレスにアカウントの確認と言うタイトルのメールが届きます。 

 

メール本文にある“アカウントの確認”と書かれたリンクをクリックしてください。 

6. メール内のアカウントの確認をクリックすると SOBA フレームワーク・クラウドにログインした状態になります。 



 

7. 画面上に表示されている「プロフィールを設定する」をクリックして、プロフィール設定を入力してください。 

 

名前もしくは会社名を記載して変更を保存すると登録は完了です。 

  



パーツタグの取得  

実際に web サイトに貼り付けることになる、パーツタグの取得方法をご説明します。 

パーツを使用する Web サイトを登録する 

はじめにパーツを使用するための web サイトを SOBA フレームワーク・クラウドに登録します。 

これは登録したサイト以外にはパーツの利用を許可しないセキュリティ上の理由です。 

1. ログインした後に右上にあるメニューバーのアプリケーションをクリックします。 

 

2. アプリケーション一覧画面の「アプリケーションを登録」をクリックします。 

 

3. アプリケーション登録画面にて任意の名前および、パーツを使用する Web サイトの URL を入力してアプ

リケーションを登録します。 

※API 呼び出し元はモバイル用 Air アプリケーションで作成する時に必要です。モバイルアプリで利用しな

い場合には記述不要です。 

※web サイトは https である必要があります。自己証明書のサイトでも問題ありません。 

 



登録が完了すると、アプリケーション一覧画面が表示されます。 

WebRTC プラットフォームの登録  

SOBA フレームワーク・クラウドの WebRTC のパーツを利用するためには現在 WebRTC の外部ベンダーのサ

ービスに登録する必要があります。 

ここでは NTT Communications が運営している SkyWay のサービスに登録する方法について記載しま

す。 

1. SkyWay のサービスに登録します。 

https://skyway.io/ds/registration 

 

※SkyWay は一つのメールアドレスで登録できるドメインは 5 つまでです。 



 

2. API キーを発行します。 

 

API キーはひとつのキーに複数のドメインを割り当てる事も各 API キーにそれぞれドメインを割り当てる事も可

能です。 

※SOBA フレームワーク・クラウドのアプリケーションに複数のアドレスやドメインを登録されている場合、

SkyWay の API キーに複数の同じドメインを割り当てる必要があります。 

 

3. SOBA フレームワーク・クラウドに SkyWay の API キーをセットするため、SOBA フレームワーク・クラウド

のアプリケーション一覧画面から登録したアプリケーションの名前をクリックします。 

 



詳細画面が表示されます。 

 

名前とウェブサイトはアプリケーション登録時に指定した内容が記載されますが、App key は自動で生成され

たものが表示されます。 

App key は各アプリケーションの個別の ID です。 

 

4. WebRTC 登録タブをクリックして SkyWay の API キーをセットします。 

 

上の WebRTC プラットフォームの API キーに SkyWay で発行した API キーを入力して「追加」ボタンをクリッ

クして登録します。 



※API キーは複数登録することが出来ます。 

5. API キーと SOBA フレームワーク・クラウドのサイト情報を関連付けます。 

 

登録が完了すると、下の段の WebRTC プラットフォームの API キーに追加した API キーが表示されるように

なります。 

SkyWay の API キーと SOBA フレームワーク・クラウドのサイト情報を関連付けるため、サイト登録情報をクリ

ックします。 

 

 

サイト登録情報のページに遷移します。 

「追加」ボタンをクリックします。 

 



 

プルダウンには SOBA フレームワーク・クラウドのアプリケーションに登録している URL（ドメイン）が表示されま

す。 

※複数登録している場合は複数表示されます。 

このプルダウンの項目と、SkyWay で API キーを発行した登録ドメインを紐付けます。 

※API キーに複数のドメインに対して登録している場合、追加をクリックして、SOBA フレームワーク・クラウドの

ウェブサイトと紐付けます。 

サイト登録の設定が完了したら、「更新する」ボタンをクリックします。 

 

使用パーツを作成する 

1. アプリケーション一覧画面から登録したアプリケーションの名前をクリックします。 

 

詳細画面が表示されます。 



 

名前とウェブサイトはアプリケーション登録時に指定した内容が記載されます。 

App key は各アプリケーションの個別の ID で自動生成されたものが表示されます。 

２．チャンネルタブをクリックして利用するパーツの作成ボタンをクリックします。 

 

パーツは Flash ライブストリーム、チャット、スライドが用意されていますので、必要なパーツのボタンをクリックしま

す。 

作成したいパーツの作成ボタンをクリックするとチャンネルが自動的に生成されます。 

チャンネルとはパーツを管理する単位です。 

 

使用パーツを使う 

1. 作成したチャンネルのパーツタグ（ウィジェットＨＴＭＬ）をコピーします。 



 

2. コピーしたパーツタグ（ウィジェットＨＴＭＬ）をアプリケーション登録しているウェブサイトに貼り付けます。 

※登録した Web サイト以外にタグを貼り付けても動作しません。 

パーツの用語について 

SOBA フレームワーク・クラウドの管理画面から生成されるパーツタグ（ウィジェット HTML）の解説をおこない

ます。 

<div id="soba-widget-publisher-%channel%"></div> 

<script src="https://widgets.soba-project.com/apps/%appid%/videos/%channel%/publisher.js?v=2" 

type="text/javascript"></script> 

1.チャンネルとは？ 

例：パーツタグの取得で作成されたウィジェット HTML 

<div id="soba-widget-publisher-jZe1cBpM8wwkTZGi"></div> 

<script src="https://widgets.soba-

project.com/apps/ZVxGAdxLhFSzYQlq/videos/jZe1cBpM8wwkTZGi/publisher.js?v=2" 

type="text/javascript"></script> 

上記の jZe1cBpM8wwkTZGi を、チャンネルと呼び<%channel%>で表示しています。 



<%channel%>とは、各パーツを結びつける役割をしているパラメータです。 

例えば、テキストチャットパーツ であれば、<%channel%>の値が同じパーツ同士でメッセージのやり取りが行

えます。（設置数は無制限です） 

 

1-2.%channel%の名称変更  

<%channel%>の値は任意に指定して変更することが可能です。 

例えば、<%channel%>を分かりやすく社名（例：SOBA）に変更してご使用頂くような場合は下記のよ

うになります。 

 

<div id="soba-widget-publisher-SOBA"></div> 

<script src="https://widgets.soba-

project.com/apps/ZVxGAdxLhFSzYQlq/videos/SOBA/publisher.js?v=2" 

type="text/javascript"></script> 

名称変更の注意点 

• 必ず英字から開始して下さい。 

• 英数字（大文字・小文字）が指定可能です。 

2.AppID とは？ 

例：パーツタグの取得で作成されたウィジェット HTML 

<div id="soba-widget-publisher-jZe1cBpM8wwkTZGi"></div> 

<script src="https://widgets.soba-

project.com/apps/ZVxGAdxLhFSzYQlq/videos/jZe1cBpM8wwkTZGi/publisher.js?v=2" 

type="text/javascript"></script> 

上の ZVxGAdxLhFSzYQlq を、AppID と呼び<%appid%>で表示しています。 



<%appid%>とは、SOBA フレームワーク・クラウドに登録のある利用可能なドメインを管理する ID です。 
※ パーツタグの取得の(3)で登録した Web サイトと生成されたコードの<%appid%>が一致しなければ、

SOBA フレームワーク・クラウドは動作しません。 

2-2.%appid%の確認方法は？ 

パーツタグの取得の通りにパーツを作成して頂くと、例のようなコードが生成されます。コードの AppID の部分を

ご確認頂くと、Web サイトに紐づけられた AppID がご確認頂けます。 

パーツタグの取得後、AppID をご確認頂けます。 

 

  



Flash ライブストリームパーツ 

Flash ライブストリームパーツは Flash Player を利用して WEB カメラ等の映像とマイクの音声を配信および

受信する機能を提供します。 

Flash ライブストリームパーツを使用するには カメラが必要になります。 

 

上の実行画面はデフォルト設定で実行したカメラ映像をキャプチャした画面です。オプションを追加することでカ

メラ映像の幅や高さ、フレームレートを変更するなどの設定を行うことが出来ます。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

設定オプション 

ウィジェットの表示の解像度（幅、高さ）を変更する(publisher/subscriber 共通 ) 

ウィジェットの表示の解像度（幅、高さ）を変更するには data-width,data-heightの値を変更しま

す。 



4:3 もしくは 16:9 の比率にします。後術する data-camera-width,data-camera-height と同じ比率

にしないと比率が崩れて表示されます。 

指定しない場合は data-width は 320、data-height は 240 になります。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-width="320" data-height="240"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

カメラの映像品質の解像度（幅、高さ）を変更する(publisher 専用 ) 

カメラの映像品質の解像度（幅、高さ）を変更するには data-camera-width,data-camera-

heightの値を変更します。4:3 もしくは 16:9 の比率にします。 

指定しない場合は data-width,data-height と同じ値になります。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-camera-width="40" data-camera-height="30"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

配信する映像を滑らかに表示する（publisher 専用） 

映像を滑らかに表示するには、フレームレートの FPS の値を大きくします。FPS の値を変更するには data-

fpsの値を変更します。値は 1~30 までを推奨しています。 

指定しない場合は 24 になります。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-fps="5"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 



受け取る映像の滑らかさを変更する（subscriber 専用） 

受け取る映像を滑らかに表示するには、受信する側のフレームレートの FPS の値を大きくします。FPS の値を

変更するには data-receivefpsの値を変更します。 

※この値は変更しないことをおすすめします。未指定時、帯域にあわせてフレームワークが自動制御します。 

-1 を指定すると再生を停止します。 

<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-receivefps="5"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

現在の送信ビデオフィードの 1 秒あたりの最大帯域幅を指定する（publisher 専用） 

帯域幅の使用量を優先する場合は、data-bandwidth に数値を指定します。 

こうすると、指定した帯域幅内で最高品質のビデオが送信されるようになります。 

指定しない場合は 0 になります。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-bandwidth="16384" data-

quality=”0”></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

※SOBA フレームワーク・クラウドの Publisher では帯域を自動測定し帯域にあわせて画質を調整する機能がありますの

で自動測定機能の利用を推奨します。 

この帯域自動測定機能を有効にする場合は data-bandwidth に-1 を指定します。 



必要な画質を設定する（publisher 専用） 

data-quality に数値を指定します。こうすると、指定した画質を維持するために必要なだけの帯域幅が

使われます。必要であれば、画質を維持するためにフレームレートが下げられます。一般には、モーションが増え

るほど、使用する帯域幅も増加します。 

指定しない場合は 0 になります。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-bandwidth="0" data-quality=”90”></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

コントロールメニューの表示を消す(publisher/subscriber 共通 ) 

パーツに表示されている音量ゲージなどのメニューを非表示にします。非表示にするには data-hideui の

値を“１”に変更します。 

指定しない場合は 0 になり表示されます。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-hideui="1"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

ユニークなキャプションを表示する。(publisher/subscriber 共通 ) 

パーツに表示するユニークなキャプションを表示します。名前や ID を表示する目的があります。表示するには 

data-caption に値を入力します。。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-caption="soba"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 



カメラを無効化する(publisher 専用 ) 

配信側のカメラを無効化するには data-camの値を disableにします。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-cam="disable"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

自動再生する(publisher 専用 ) 

パーツ表示の時にカメラとマイクを自動再生させるには data-auto-start を 0 に指定します。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-auto-start="0"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

※Edge ブラウザの場合は自動再生を無効にしてください。自動再生にすると Flash を正しくロードできない問

題が起きています。 

自動再生時にカメラを停止した状態で開始する（publisher 専用） 

配信側のカメラを自動再生にした場合でも停止状態で始められるようにするには data-

campauseonstart を０にします。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-campauseonstart="0"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

自動再生時にマイクを停止した状態で開始する（publisher 専用） 

配信側のマイクを自動再生にした場合でも停止状態で始められるようにするには data-

micpauseonstart を０にします。 



<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-micpauseonstart="0"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

カメラを停止した時にアバターを表示させる（publisher/subscriber 共通） 

カメラを停止した時にアバターを表示できるようにするには data-avatar に画像のアドレスを指定します。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-avatar="https://image.jpg"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

マイクを無効化する(publisher 専用 ) 

配信側のマイクを無効化するには data-micの値を disableにします。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-mic="disable"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

スピーカーを無効化する（subscriber 専用） 

受信側のスピーカーを無効化するには data-speakerの値を disableにします。 

<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-speaker="disable"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 



 

専用メニューを表示する（publisher/subscriber 共通） 

右クリックすると表示される専用メニューは data-widget-id を指定して表示します。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-widget-id="hogehoge"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

カメラが停止時のメッセージを決める。(publisher/subscriber 共通 ) 

カメラが停止している時に表示させるメッセージを決めるには data-blank-message で指定します。アバタ

ーが指定されている時は無視されます。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-blank-message="hogehoge"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

ローカルでのみ再生する(publisher 専用 ) 

再生時にオフラインにするには data-mode を offline にします。。 

<div id="soba-widget-publisher-xxxxx" data-mode="offline"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

受信側を自動再生させない(subscriber 専用 ) 

受信側を自動的に再生させないようにするには data-pauseonstart-subscriber を０にします。 



<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-pauseonstart-subscriber="０"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

ストリームの表示を開始するまでのバッファリング時間を指定する（publisher/subscriber 共

通） 

data-buffertime で、ストリームの表示を開始するまでにメッセージをどの程度の時間バッファリングしておくか

を秒単位で指定することができます。ライブ配信では０を指定するか、設定をしないでください。 

<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-buffertime="０"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

最大バッファー長を指定する（publisher/subscriber 共通） 

data-buffertimemax で、最大バッファー長を秒単位で指定します。ライブ配信では０を指定するか、設定

をしないでください。 

<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-buffertimemax="０"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

最大ネットワーク帯域を指定する（publisher/subscriber 共通） 

data-bandwidth-limit で、最大ネットワーク帯域幅を指定します。Subscriber の場合サーバーからクライア

ントへの接続の帯域幅（バイト数/秒）を示す数字。 

Publisher の場合は指定した帯域幅（バイト数/秒）数字以上の帯域では送信しなくなります。 



<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-bandwidth-limit ="125000"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

 

H264 エンコードを有効にする（publisher 専用） 

送信する時の映像の H264 エンコードを有効にするには data-h264 を 1 に指定します。。 

<div id="soba-widget-subscriber-xxxxx" data-h264="1"></div> 

<script src="xxxxx"type="text/javascript"></script> 

H264 エンコードのプロファイルを変更するには data-h264-profile に baseline もしくは main を指定し

ます。モバイル用途では baseline を指定します。何も指定しない場合は main プロファイルになります。それ

以外は指定できません。 

H264 エンコードのレベルを変更するには data-h264-level に

"1","1.1","1.2","1.3","1b","2","2.1", "2.2","3","3.1","3.2","4","4.1","4.2","5","5.1"の何

れかを指定します。何も指定しない場合は 3.1 になります。それ以外は指定できません。 

JavaScript で動的に切り替え可能にする。 

Flash ライブストリームパーツは動的にステータスを変更することができます。 

使いかた 

 

<div id="soba-widget-subscriber-2WWKQhiKtftEhtha" data-width="320" data-

height="240"></div>  



<script src="https://test-widgets.soba-

project.com/apps/iXfenFHpOmVedgwo/videos/2WWKQhiKtftEhtha/subscriber.js" 

type="text/javascript"></script>  

と言うタグの場合 

$('#soba-widget-subscriber-2WWKQhiKtftEhtha').trigger('mute', true); 

として利用します。 

 

利用できる API は以下のみです。 

 disconnect 切断します。 

 mute ミュートのオン/オフを切り替えます 

 showSettings Flash の設定画面を表示します。 

 pauseVideo ビデオを一時停止します。 

 resumeVideo 一時停止のビデオを再開します。 

 setupMicrophoneByIndexForAPI(Publisher のみ) 利用するマイクを getMicrophones が返

した配列の順序で指定します。 

 setupCameraByIndexForAPI(Publisher のみ) 利用するカメラを getCameras が返した配列

の順序で指定します。 

 getMicrophones(Publisher のみ) 現在利用できるマイクの一覧を配列で返します。 

 

 getCameras(Publisher のみ) 現在利用できるカメラの一覧を配列で返します。 

 



  



WebRTC メディアパーツ 

WebRTC メディアパーツは WebRTC で WEB カメラ等の映像とマイクの音声を配信および受信する機能を

提供します。 

WebRTC メディアパーツは対応ブラウザのみ利用可能です。Google Chrome での利用を推奨しています。 

また WebRTC メディアパーツを使用するには カメラが必須になります。 

 

上の実行画面はデフォルト設定で実行した配信側のカメラ映像をキャプチャした画面です。オプションを追加す

ることでカメラ映像の幅や高さ、フレームレートを変更するなどの設定を行うことが出来ます。 

<div id="soba-widget-webrtc-media-publisher-xxxxx"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

オプション 

Publisher（配信側） 
• data-auto-start ウィジェットロード時に映像を自動的に再生 (0 or 1 または false or true、デ

フォルトは false) 

• data-width (デフォルトは 320 ディスプレイ表示解像度) 



• data-camera-width (デフォルトは data-widthと同じ値 映像の解像度) 

• data-height (デフォルトは 240) 

• data-camera-height (デフォルトは data-heightと同じ値) 

• data-fps フレームレート (デフォルトは 24、Firefoxでは 30固定) 

• data-user_id 自分の映像につける名前表示 (デフォルトは無し) 

• data-id 相手の画面で自分の映像を識別するための ID (デフォルトは無し) 

• data-extra_class 相手の画面に自分の映像を表示する時に適用する CSSクラス名 (デフォルトは

無し) 

• data-call-only 発信のみ(相手からの着信は受け付けない) (0 or 1 または false or true、デフォ

ルトは false) 

Subscriber 受信側  

 

※受信側には全画面表示ボタンと音量ゲージが表示されます。 

• data-auto-start ウィジェットロード時に映像を自動的に再生 (0 or 1 または false or true、デ

フォルトは false) 

• data-width (デフォルトは 320) 

• data-camera-width (デフォルトは data-widthと同じ値) 

• data-height (デフォルトは 240) 

• data-camera-height (デフォルトは data-heightと同じ値) 

• data-fps フレームレート (デフォルトは 24、Firefoxでは 30固定) 

• data-user_id 自分の映像につける名前表示 (デフォルトは無し) 

• data-id 相手の画面で自分の映像を識別するための ID (デフォルトは無し) 



• data-extra_class 相手の画面に自分の映像を表示する時に適用する CSSクラス名 (デフォルトは

無し) 

• data-without-media 相手からの着信を受けた際に、自分の映像なしで応答 (0 or 1 または false 

or true、デフォルトは false) 

 

例１ ディスプレイの解像度（幅、高さ）を変更する 

ディスプレイの解像度（幅、高さ）を変更するには data-width,data-heightの値を変更します。比

率は 4:3 もしくは 16:9 にします。 

<div id="soba-widget-webrtc-media-publisher-xxxxx" data-width="320" data-

height="240"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

例２ 映像を滑らかに表示する 

映像を滑らかに表示するには、フレームレートの FPS の値を大きくします。FPS の値を変更するには data-

fpsの値を変更します。 

<div id="soba-widget-webrtc-media-publisher-xxxxx" data-fps="5"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

例３ マイクを無効化する 

配信側のマイクを無効化するには data-micの値を disableにします。 



<div id="soba-widget-webrtc-media-publisher-xxxxx" data-mic="disable"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

例４ カメラの解像度（幅、高さ）を変更する 

カメラの解像度（幅、高さ）を変更するには data-camera-width,data-camera-heightの

値を変更します。ディスプレイ解像度と同じ比率にしないと崩れて表示されます。 

<div id="soba-widget-webrtc-media-publisher-xxxxx" data-camera-width="40" data-camera-

height="30"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

 

  



テキストチャットパーツ 

テキストチャットパーツではテキストチャットの機能を提供します。 

下の実行画面の「こんばんは。」と記述されている赤枠が文字を入力するところです。 

送信ボタンを押すことで「おはようございます。」、「こんにちは。」が表示されている枠に入力した文字が表示され

ます。 

 

入力した文字の上に表示されているのはユーザーID です。 

<div id="soba-widget-chat-<%channel%>"></div> 

<script src="https://widgets.soba-project.com/apps/<%appid%>/chats/<%channel%>/chat.js" 

type="text/javascript"></script> 

 



オプション 

表示されるユーザーID を変更する 

表示されるユーザーID を変更するには data-user-idを追加します。 

<div id="soba-widget-chat-<%channel%>" data-user-id="SOBA"></div> 

<script src="https://widgets.soba-project.com/apps/<%appid%>/chats/<%channel%>/chat.js" 

type="text/javascript"></script>          

 

その他オプション 

 data-history="1" 画面を開いた時過去の履歴を表示する 

 data-stamp=“1" スタンプ表示する 

 data-voice-input="1" 音声入力を表示する 

 

CSS でスタイルを変更する 

チャットの幅、高さを変更する 

チャットの幅、高さを変更するには style="width: px; height: px;"を追加します。 

※指定したい値を width,height の後ろに入力してください。 

<div id="soba-widget-chat-<%channel%>" style="width:320px; height:240px;"></div> 

<script src="https://widgets.soba-project.com/apps/<%appid%>/chats/<%channel%>/chat.js" 

type="text/javascript"></script>              



 

  



（旧）スライドパーツ 

スライドパーツはプレゼンテーションで使用するようなスライドの機能を提供します。 
スライドに表示している資料に自由に書き込めるお絵描き機能も標準搭載しています。 お絵描き機能を単独
でご利用いただくことも可能です。 

 

<div id="soba-widget-slide-xxxxx" style="width:320px; height:240px;"data-slide-url=""></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

スライドのチャンネルを作成すると、アップローダーのウィジェット html も自動で発行されます。 

スライドデータの URL を取得する方法  

スライドパーツはタグに data-slide-url を指定しないとスライドが表示されません。 

スライドパーツを発行する時にアップローダーのウィジェット html も発行されますが、スライドを表示するにはアッ

プローダーから pdf ファイル（後日対応ファイル追加予定）をアップロードして発行される data-slide-url を

指定します。 

アップローダーも登録した web サイトに貼り付ける事で利用可能です。 

 



1. アップローダーを登録した web サイトに貼り付けると以下のような画面が表示されます。ファイル選択から

PDF ファイルを選択してアップロードします。 

 

2. アップロードすると、json でレスポンスが返ってきます。 

{"callback_url":null,"created_at":"2015-03-

18T07:10:12Z","file":{"url":"/uploads/doc/file/3825/test.pdf"},"format":"pdf","na

me":"test.pdf","pages":1,"redirect_url":null,"status":"done","updated_at":"2015-

03-18T07:10:15Z","id":" 

d3abbb4e462bfb98cfe31f8f927a7f32eacf2686","images":["//conv.soba-

project.com/docs/ d3abbb4e462bfb98cfe31f8f927a7f32eacf2686/images/page-

1.png"]} 

  

callback_url 常に null 

created_at YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD 

file アップロードしたファイル情報 

url アップロードしたファイルの場所 

format ファイルフォーマット 

name アップデートしたファイル名 

pages null/1  

redirect_url 常に null 

status new/processing/done 

updated_at YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD 

id 独自 id この id をスライドに指定します。 

images 変換後のファイルの 1 枚目 

 

3. https://conv.soba-project.com/api/docs/ の後ろに id を追記します。 

4. 上記の例なら、https://conv.soba-

project.com/api/docs/d3abbb4e462bfb98cfe31f8f927a7f32eacf2686 となります。 



5. data-slide-url="https://conv.soba-

project.com/api/docs/d3abbb4e462bfb98cfe31f8f927a7f32eacf2686"とスライドタグに

指定します。 

オプション 

スライドの幅、高さを変更する 

スライドの幅、高さを変更するには style="width: px; height: px;"を追加します。 

style="width: px; height: px;"は必ず入れる必要があります。入れなかった場合、表示されません

ので注意が必要です。 

<div id="soba-widget-slide-xxxxx" style="width:320px; height:240px;"data-slide-url=""></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

スライドデータの取得 URL を指定する 

スライドデータの取得 URL を指定するには data-slide-url に URL を入力してください。 

<div id="soba-widget-slide-xxxxx" data-slide-url="xxxxx"></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

スライドへの書き込み禁止を指定する 

スライドへの書き込み禁止の指定をするには data-readonly の値を変更します。true にすると書き込み

禁止,false にすると書き込み可となります。さらに strict にするとページ送りも禁止されます。 

 



<div id="soba-widget-slide-xxxxx"data-readonly="true" data-slide-url=""></div> 

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

オプション（API） 

以下のオプションについては API を用いて変更します。 

xxxxxx には、html タグを取得したときに表示される、チャンネル名を記述してください。 

“#soba-widget-slide-xxxxxx”の部分はスライドのウィジェット HTML の div id と同じになります。 

ペンの線の幅を変更するには 

setLineWidth の中にある 10 を適宜書き換えてください。 

$("#soba-widget-slide-xxxxxx").data('SobaSlide').setLineWidth(10); 

ペン入力か消しゴムのモードを切り替えるには 

true にすると消しゴムモード、false にするとペン入力モードになります。 PC では左クリックがペン入力モード、

右クリックが消しゴムモードになります。スマートフォン・タブレットでのご利用の場合、以下の API を用いて切り替

えます。 

$("#soba-widget-slide-xxxxxx").data('SobaSlide').setLineEraser(true); 

スライドを拡大・縮小表示するには 

value に数字を入力してください。設定していない場合、scale(1)になります。 

$("#soba-widget-slide-xxxxxx").data('SobaSlide').scale(value); 



ペン入力の色を変更するには 

setLineColor の中に記述します。「" "」で囲む必要があります。設定していない場合は、黒色になります。 

$("#soba-widget-slide-xxxxxx").data('SobaSlide').setLineColor("Red"); 

新しいスライドをセットするには 

newSlide に新しいスライドデータの url 記述します。第一引数にはスライドデータの url を記載します。 

$("#soba-widget-slide-xxxxxx").data('SobaSlide').newSlide(“https://conv.soba-

project.com/api/docs/abcdefghijklmnopqrsoba”); 

※ここで記載しているスライドデータは仮のものです。 

 

  



スライドパーツ 

スライドパーツはプレゼンテーションで使用するようなスライドの機能を提供します。 
スライドに表示している資料に自由に書き込めるお絵描き機能も標準搭載しています。 お絵描き機能を単独
でご利用いただくことも可能です。 

 

 

ツールボックス 

右側のツールボックスより各操作をすることが出来ます。 

<div style="width:100%;height:100%;"> 

<div id="soba-widget-whiteboard-xxxxx" data-widgets-appkey="xxxxx"  data-mode="widgets" data-

tools="show" data-room-id="1" style="width:100%;height:100%;"></div>  

<script src="xxxxx" type="text/javascript"></script> 

</div> 



 

資料アップロードボタン・・・PC 内にある資料をアップロードして表示することが出来ます。 

ペンボタン・・・ホワイトボード内に線を描画することが出来ます。 

ペンサイズ変更ボタン・・・ペンの太さを変更することが出来ます。 

ペン色変更ボタン・・・ペンの色を変更することが出来ます。 

消しゴムボタン・・・ペンで描画した内容を消すことが出来ます。 

ポインターボタン・・・マウスの左ボタンを押下してる間中ホワイトボード内にポインターを表示することが出来ま

す。 

コントローラー 

右下側にあるコントローラーより資料の操作を行うことが出来ます。 

 

アップロードした資料の情報を取得する方法  

同一ページ内の JavaScript でアップロード後のイベントとして資料の情報を取得することが出来ます。 

イベントを取得するソースコード 



 

取得出来る資料情報（doc オブジェクト）の構造は以下の通り。 

項目 説明 

id 資料の一意となる ID、再度資料を利用する場合はこの ID を指定する 

name ファイル名 

currentPage 現在のページ番号 

lastPage 最終ページ番号 

images 各ページの画像ファイル URL の配列 

 

アップロード済の資料を開く 

以下の API に対して JSON を POST することでアップロード済の資料を開くことが出来ます。 

https://whiteboard.soba-project.com/api 

JSON の内容は以下の通り。 

 

項目 説明 

$(function () { 
  var timer = setInterval(function() { 
    if (window.Whiteboard == null) return; 
    clearInterval(timer); 
 
    console.log(“--- whiteboard loaded ---“); 
 
    window.DocEvent.on(“doc:change”, function(doc){ 
      console.dir(doc); 
    }); 
  }, 100); 
}); 

{ 
type: “open”, 
namespace: xxxxx, 
docid: xxxxx 

} 



type “open”固定 

namespace App Key + “_” + data-room-id で指定した値 となります。 

docid 現在のページ番号 

 

オプション 

以下のタグに属性を追加することで各種オプションが使用可能です。 

「（デフォルト）」となっているものは、属性を追加していない場合の動作です。 

<div id="soba-widget-whiteboard-xxxxx" data-widgets-appkey="xxxxx" data-mode="widgets" data-

tools="show" data-room-id="1" style="width:100%;height:100%;"></div> 

ホワイトボードの動作設定  

data-mode=”widgets” 

“widgets”固定です。 

ルームの設定  

data-room-id 

この値が同一のユーザが同じ会議室として操作の同期が行われます。 

同期の方法を変更する 

data-sync 

data-sync=”full-sync” 全ての操作が同期されます（デフォルト） 

data-sync=”partial-sync” 拡大・縮小、スクロール以外の操作が同期されます 

data-sync=”async” 全ての操作が同期されません 

ツールボックスの表示・非表示を変更する 

data-tools 

data-tools=”show” ツールボックスを表示します 



data-tools=”hide” ツールボックスを表示しません（デフォルト） 

 

  



スマートフォン・タブレットでの利用  

SOBA フレームワーク・クラウドは、Adobe Air を利用してスマートフォン・タブレットでもご利用が可能です。 

PC とはご利用方法が異なりますので、各パーツのご利用方法を記載します。 

概要  

 スライド/チャットパーツは組み込みブラウザを利用します。 

 音声・映像パーツは AIR で利用するための swc ファイル(ActionScript3 ライブラリ)を提供しています。 

Flash ライブストリームパーツのご利用方法  

Flash ライブストリームパーツのご利用方法は、Flash Develop や Flash Builder4.7 等を用いて Air アプ

リを作成する必要があります。 

最新版の AIRSDK を用いて iOS アプリを作成するときは useLegacyAOT を使用するように設定をしてく

ださい。 

 クラス  

(default package)  

SobaPublisher :配信＆ローカル表示用画面要素  

SobaSubscriber :受信＆リモート表示用画面要素  

初期化   

1. AIR アプリのプロジェクトに swf を参照設定（スタティックリンク）する  

2. SFC サイトでアプリケーションの API 呼び出し元に URL を登録する  

cloud.soba-project.com  

のような形式となる。'ウェブサイト'項目とは異なり'http://'などは不要なので注意。  

3. widget API を用いて初期化パラメータを取得する。  



https://widgets.soba-

project.com/apps/:api_key/videos/:channel_name/publisher.json  

この呼び出しは前項で指定した呼び出し元ドメインからでなければならない。 結果は json オブジェクトとして得

られる。認証キーなどが含まれている。  

4. 前項で取得したパラメータは必要最低限の物しか含まれないため、必要に応じてそのほかのオプション

（例： 

cameraWidth, cameraQuality, etc.）をマージする。 また、3 で得たパラメーターは数値の値も含まれるが、

AIR では値をすべて文字列にしておく方が安全である（特に SWFLoader を使う場合）。具体的にはダブル

クォートで囲まれていない値は、ダブルクォートで囲む。  

{ room_id: 1, ... } → { room_id: "1", ... }  

5. 配信側は SobaPublisher クラスを受信側は SobaSubscriber クラスを new する コンストラクタには 3

～4 で用意した初期化パラメーター（json 形式）を与える。  

6. 前項で生成したオブジェクトはサイズ調整し画面要素として貼り付ける 

SobaPublisher/SobaSubscriber クラスは flash.display.Sprite を継承している swfHeight,swfWidth

でオリジナルの表示サイズが取得できる（音量バーやスライダーなども含む）  

終了   

受信/配信を停止するには SobaPublisher または SobaSubscriber の disposeStream()を呼び出す これ

をしないと、画面から消しても受信/配信が続くことになるので注意  

その他   

• getDiagnosticText() : デバッグ用の情報取得。配信側では使用しているデバイス名などがわかる。  

• audioLevelCallback : 音量レベルのコールバック関数 fn(Number)を設定できる。  

 

flash 版との違い  

• ダブルクリックによる全画面化はできない  



• コンテキストメニュー(右クリックメニュー)はサポートしていない  

• 初期化パラメーター'codec'で音声コーデックを指定できる（speex または nellymoser）  

ライブラリ API について 

ライブラリの API は別途ご用意しております。 

Flash ライブストリームパーツのご利用手順  

1. サンプルプロジェクトをダウンロードしてください。⇒Flash ライブストリームパーツのサンプルプロジェクト 

2. サンプルプロジェクトの src\views\CamPanel.as の ConsumerKey と ConsumerSecret を

変更する必要があります。 

static private var ConsumerKey:String = "xxxxxxxxx"; 

static private var ConsumerSecret:String = "yyyyyyyyy" 

ConsumerKey と ConsumerSecret の値は、各パーツの html タグを取得する画面に API キーという

タブがあります。そこをクリックしていただきますと表示されます。 

 

API キーが存在しない場合は API キーを生成ボタンをクリックすると発行されます。 

サンプルソースについて  

サンプルでは接続先が同一になっておりますので、同じサンプルを動かしている人が別に存在する場合、意図し

ない人が表示されてしまう可能性があります。  

https://sfc.soba-project.com/doc/project/FrameWorkCloud_project.zip


PC やタブレットで相互接続してお試し頂くときは、両方とも同じ AppID に変更してください。  

channel は任意の文字列が使用できます。  

channel を同じにすれば、publisher から subscriber に配信することが可能です。  

※チャンネルの値は任意にご指定可能です（必ず英字から開始して下さい）。 

  



SOBA フレームワーク・クラウド使用環境  

対応クライアント OS： 

Windows 7／8.1/10 Mac OS X 10.8 以降 

Android 4.4 以降, iOS9 以降 

対応クライアントブラウザ 

Internet Explorer 11 以降, Firefox／Safari／Chrome それぞれ最新版 

※ WebRTC については Chrome 最新版を推奨 

対応サーバーOS 

Linux,WindowsServer など、web サーバーが動作する環境。  
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