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概要
Xtalk(エクストーク)はリブログ/マイクロブログ/非同期チャットによって社内やグループメンバー間のコミュニケーション
を円滑にするMovable Typeベースの「情報流通」ツールです。マイクロブログのように気軽でウェブブラウザ/携帯電話か
ら利用できるため、いつでも・どこでも情報をシェアすることができます。

• 255文字のマイクロブロギング
• Ajaxによる画面の自動更新
• テキスト付き、引用(ブックマークレット)、画像やファイルの添付
• Re(リプライ)、RT(ReTweet)、To(ユーザーに向けた発言)
• ハッシュタグ(英数字)、タグクラウド
• 自動スレッド化機能
• ユーザーへのメール通知、全員への同報メール配信機能
• URL/電話番号の自動リンク機能
• セキュリティ(添付ファイルを含めアクセスにログインが必要)
• 携帯電話、iPhone対応(※)、Windowsクライアント(※)付属

※WindowsクライアントとiPhone対応テンプレートについては10月中の提供を予定しています。

Movable Type は 米Six Apart, Ltd.の商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corp.の商品名称です。
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アカウントの作成

サインアップとアカウント登録の流れ
Xtalkのアカウント作成には管理者の承認が必要です。サインアップからアカウント登録までの流れを以下に示します。

　サインアップ

↓

　サインアップの確認(メール中のURLクリック)

↓

　管理者による承認

↓

　アカウント登録完了(メールによる通知)
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サインアップ
XtalkのURLにWebブラウザでアクセスします。

http://xtalk.example.com/mt_dir/mt-xtalk.cgi?__mode=view&blog_id=1

__mode=viewパラメタは省略可能です。blog_idについては管理者に確認してください。

ログインボタン下部の「サインアップ」テキストリンクをクリックします。
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XtalkのURLに携帯電話でアクセスします。

http://xtalk.example.com/mt_dir/mt-xtalk.cgi?__mode=view&blog_id=1

__mode=viewパラメタは省略可能です。blog_idについては管理者に確認してください。

オートログイン下部の「アカウントを作成」テキストリンクをクリックします。
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Xtalkへのサインアップには下記の項目の登録・設定をする必要があります。

設定項目名 説明

ユーザー名(半角英
数字 - 必須)

ログインIDであるとともに、リプライ等の際に使われます。ユーザー名を変更するとユーザー
毎のアーカイブやリプライの関係が壊れる可能性があるため、ユーザー名は一度設定したら基
本的に変更しないでください。

表示する名前(必須) 各発言や各ユーザー毎のアーカイブの表示の際に表示される名前です。

電子メール(必須) 電子メール(PC)アドレスです。通知の受信やパスワードの再発行に必要です。

携帯メール(必須) 電子メール(携帯)アドレスです。 通知の受信及び携帯電話からの投稿時にユーザーを特定する
ために必要です。

秘密のフレーズ (必
須)

携帯電話からメールで投稿する際のパスワード代わりのフレーズです。メール作成時にアドレ
スまたは本文(AUの場合)に自動的に挿入されるため、覚えておく必要はありません。

自己紹介 各ユーザーアーカイブに表示されます。

現在地 各ユーザーアーカイブに表示されます。

メール通知の受信 リプライされた時、フォローされた時、PC、携帯、両方、通知なしを選択します。

プロフィール画像 ユーザーのプロフィール画像です。携帯電話によっては表示できないフォーマットがあります。

パスワード (必須) ログインパスワードです。

登録後、サインアップ確認のメールが送信されますので、メール中のURLをクリックしてサインアップを完了してくださ
い。管理者によって確認・ユーザーが有効化されると再度通知メールが送信されます。

携帯電話からのログイン
ユーザー名・パスワードを使用したログイン

サインアップで設定した「ユーザー名」、「パスワード」を記入し、「ログインボタン」をクリックしてログインします。
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オートログイン
携帯電話から『個体識別番号』を取得する機能を利用して、次回以降は「ユーザー名」、「パスワード」を記入すること
なく、「オートログインボタン」をクリックするだけでログインすることができる機能です。

初回は通常のログインと同様、「ユーザー名」、「パスワード」を記入し、その後「オートログイン」ボタンをクリックす
るかアクセスキー［0］を押します。

携帯電話情報の送信許可の確認ダイアログが表示されますので、「はい」をクリックします。

次回より「オートログイン」ボタンをクリックするか、アクセスキー［0］を押すだけでログインができるようになりま
す。
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最初にすること
ユーザー登録完了後に最初にログインすると以下のような画面が表示されます。まだ、誰もフォローしていないため、誰の
発言も表示されていません。
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他のユーザーの発言を眺めてみる
まず発言を行う前に他のユーザーがどのような発言をしているかをチェックしてみましょう。すべてのユーザーの発言を一
覧表示するために画面上部の「みんなの発言」タブをクリックします。

携帯電話の場合は、「みんなの発言」リンクをクリックするか、アクセスキー[5]を押します。
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他のユーザーをフォローする
すべてのユーザーの発言の中にあなたの同僚やプロジェクトメンバーを見つけたら、ユーザー名をクリックしてそのユー
ザーのアーカイブ(ユーザーアーカイブ)を表示して、ユーザーのプロフィール欄の「フォローする」テキストリンクをク
リックしてフォローしてみましょう(そのユーザーがフォローされた時に通知を受け取る設定にしていれば、あなたから
フォローされたことがメールで通知されます)。
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発言の一覧の他に、画面右下部の「すべてのユーザー」リンクをクリックしてユーザーの一覧からフォローするユーザーを
さがすことも出来ます。

「すべてのユーザー」画面で直接フォローができます。またユーザーの名前、表示する名前から検索することもできます。

携帯電話の場合、画面最下部（アクセスキー[8]）の「ユーザー一覧」リンクをクリックしてユーザーの一覧からフォロー
するユーザーをさがすことも出来ます。

「ユーザー一覧」画面で直接フォローができます。またユーザーの名前、表示する名前から検索することもできます。
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発言する
発言するには、画面上部の「Say what?」(設定でこの文字列は管理者が変更可能です)テキストエリアで255文字以内のテ
キストを入力し「Say!」ボタンをクリックします。255文字以上入力した場合、以降の文字列は削除されます。

 

発言にHTMLタグを含めることは出来ません。発言中にURLが含まれると、自動的にリンクに変換されます。
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より長い文章を入力する時は入力欄右上の「テキスト」アイコンをクリックします。「本文」欄が表示されますので、長い
文章は本文欄に入力してください。本文欄がある発言は、[続き]リンク付きで表示されます。

本文欄付きの投稿フォーム（Webブラウザのみ）

 

URLが含まれる/本文欄にテキストのある発言の表示
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引用してリンクをシェアする
インターネット上で見つけた気になる情報や共有したいURLを記事の内容を引用して共有することができます。インター
ネットッ上の情報を引用する時には入力欄右上の「引用」アイコンをクリックします。

各欄に何を入力するかについて厳密なルールはありませんが、各欄に入力する内容については以下を参考にしてください。

ラベル 入力内容

Say what! 引用するページのタイトルと、一覧表示に表示させたいテキストを入力します。

URL 引用するページのURLを入力します。

引用文 クリッピングしたいページの部分をコピー&ペーストします。

本文 引用元の情報に関する感想やメモを入力します。
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ブックマークレットによる引用と共有
ブックマークレット(小さなJavaScriptプログラム)をWebブラウザのブックマークに登録することによって、Webブラウザ
で閲覧中のページの内容を簡単に共有することができます。

ブックマークレットをWebブラウザのブックマークに登録するには、画面右上の「設定」リンクをクリックします。

ツール＞ブックマークレット＞Xtalkで共有 を右クリックし、「お気に入りに追加(Internet Explorer)」「このリンクを
ブックマーク(Firefox)」を選択します(ブラウザによって登録方法は異なります)。

ブックマークを登録後、引用・共有したいページで共有したいテキスト部分をマウスドラッグで選択状態にし、「Xtalkで
共有」ブックマークを選択(メニューから選択、またはクリック=ブラウザ、設定によって異なります)します。
ポップアップウィンドウが開きますので、タイトル欄や本文欄に必要があれば追記して「Say!」ボタンをクリックしてくだ
さい。
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ファイルを添付する
発言に添付ファイルを付けてアップロードすることができます。添付ファイルをつけるには、テキストエリア右上の「ファ
イル」をクリックします。複数のファイルを選択することも可能です。

添付ファイル付き投稿フォーム

一覧表示でのファイル(画像)付き投稿の表示

一覧表示でのファイル(画像以外)付き投稿の表示(添付ファイルへは[続き]クリックでアクセス
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個別アーカイブでのファイル(画像)付き投稿の表示

個別アーカイブでのファイル(画像以外)付き投稿の表示
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写真を添付する (携帯電話)
発言に写真を付けてアップロードすることができます。写真をつけるには、テキストエリア上部の「写真」リンクをクリッ
クするか、アクセスキー[4]で行えます。

「写真」リンクをクリックするか、アクセスキー[4]を押すと表示される画面です。この「メール作成」リンクをクリック
しメールに写真を添付しアップロードすることができます。

メール添付して送信した写真は、サーバーで設定したcronによって自動的に公開されますが、cronの動作を待たずにすぐ
に公開したいときは「すぐに反映」をクリックして下さい。
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発言に返信(リプライ)する
他のユーザーや自分の発言に返信(リプライ)することによって、コミュニケーションやディスカッションを広げることがで
きます。特定の発言にリプライするには、発言者名横のリプライアイコン  （携帯電話の場合は [Re] リンク）をクリック
します。テキストエリアに「@返信先のユーザー名」が表示されますので、続けてそのまま返信文を入力して発言します。

自分の発言に返信された時、メール通知で「リプライされた時」に通知を受け取る設定になっていれば、「@自分のユー
ザー名」の付いた発言が投稿された時にメールで通知を受け取ることができます。

この機能を使って返信した場合「話題(スレッド)」にぶらさがることになります (「話題(スレッド)」については後述しま
す)。
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特定のユーザーに向けて発言(To)する
特定のへの返信(リプライ)でなく、単に他のユーザーに向けて発言したい時には、直接テキストエリアに @ユーザー名を入
力するか、そのユーザーの発言の発言者名横の  アイコン（携帯電話の場合は [To] リンク）をクリックします。テキスト
エリアに「@ユーザー名」が表示されますので、続けてそのままそのユーザーに向けた発言を入力して発言します。 メール
通知で「リプライされた時」に通知を受け取る設定になっていれば、「@自分のユーザー名」の付いた発言が投稿された時
にメールで通知を受け取ることができます。

 アイコン・[Re] リンクをクリックして発言した時との違いは、発言から元発言へ移動できないこと、また話題(スレッ
ド)にぶらさがらないことです(「話題(スレッド)」については後述します)。
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他のユーザーの発言を含めて返信(リプライ=RT)する
他のユーザーや自分の発言に返信(リプライ) するには、発言の右下の アイコン（携帯電話の場合は [Rt] リンク）をク
リックします。テキストエリアに「RT @返信先のユーザー名 発言の内容」が表示されますので、続けてそのまま返信文を
入力して発言します。

自分の発言を含めて返信された時、メール通知で「リプライされた時」に通知を受け取る設定になっていれば、「@自分の
ユーザー名」の付いた発言が投稿された時にメールで通知を受け取ることができます。

発言後、時間が経過したことにより、他のユーザーが文脈をつかみにくいことが想定される時、またその人をフォローし
ていないユーザーにも内容を周知したいとき等にこの機能を使うと良いでしょう。

この機能を使って返信した場合も「話題(スレッド)」にぶらさがることになります (「話題(スレッド)」については後述しま
す)。
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発言にタグを付ける(ハッシュタグ)
発言の中に #からはじまる単語(#+半角英数字)を含めると、タグ付き投稿として扱われます。

タグ中の英文字は小文字に統一して扱われます。

 

Xtalk ユーザーガイド

- 22 -



Webブラウザの場合、「タグ・クラウド」または「すべてのタグ」によってタグの一覧を表示し、タグ付きの発言を絞り込
んで表示することができます。

携帯電話の場合、画面最下部（アクセスキー[8]）の「タグの一覧」リンクをクリックすると、タグ付きの発言を絞り込ん
で表示することができます。

特別なハッシュタグ「all」(同報通信)
「#all」は特別なハッシュタグです。タグ「all」が付いた発言は、Xtalkに登録しているメンバー全員に対して同報で配信
されます。 
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話題(スレッド)機能について
特定の発言に対する返信(リプライ)、また、返信に対する返信が3件以上付いた(元)発言は「話題(スレッド)」になります。
スレッド機能により、対話やディスカッションの流れを追いかけやすくなり、何が話題になっているかをチェックするこ
とができるようになります。

話題(スレッド)機能を使うにあたって、発言者は何も意識することはありません。

話題(スレッド)表示及び「ホットな話題」の表示

 

話題(スレッド)表示
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話題(スレッド)化された発言は、個別ページを表示すると一覧で表示されます。また、スレッドにぶらさがっている各発言
の右下の「話題(4)」(4はぶらさがっている発言数)リンクをクリックすることで一覧表示されます。

話題(スレッド)となっている発言について、最も新しい返信(リプライ)がついたものから10件については、Webブラウザの
場合、右カラムに「ホットな話題」として表示されます。

携帯電話の場合、画面最下部（アクセスキー[8]）の「話題一覧」リンクをクリックすると表示されます。

自動更新について
画面右上の「設定」リンクをクリックして ツール＞自動更新 で自動更新を有効にすると、ブラウザをリロードしなくても
発言が追加されたときにページを自動更新するようになります(定期的にサーバーをチェックして更新があれば画面に反映
します)。
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