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概要
このユーザーガイドは、デジタルサイネージプレーヤー
VSP-BZ10（以降、このマニュアルでは「プレーヤー」と呼
びます）に付属のサイネージプレーヤーマネジメントソフ
トウェアの操作を説明しています。

サイネージプレーヤーマネジメントソフトウェア（以降、
このマニュアルでは「マネジメントソフトウェア」と呼び
ます）は、10 台までのプレーヤーを管理することができま
す。
マネジメントソフトウェアを使用して、プレーヤーに動画、
静止画、オーディオ、テロップなどのコンテンツを配信し、
店内での商品説明や街頭での広告の再生を行うことができ
ます。

マネジメントソフトウェアを使用したシステムでは、ディ
スプレイを縦置きで使用することもでき、横置きと縦置き
のディスプレイを混在させることもできます。また、ネッ
トワークでコンテンツを配信するだけでなく、USB メモ
リーを使用した配信にも対応しているため、ネットワーク
が利用できない場所においても、デジタルサイネージを実
現することができます。
コンテンツの登録、プレイリストおよび再生スケジュール
の作成、編集といったマネジメントソフトウェアの主な機
能は、マウスによるドラッグ＆ドロップ操作だけで簡単に
使用できます。

システム全体の運用について詳しくは、プレーヤーやディ
スプレイの取扱説明書もあわせてご覧ください。
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運用時の操作の流れ

プレーヤーは、単独で使用するほか、マネジメントソフト
ウェアと組み合わせるなど、さまざまな運用方法で使用す
ることができます。
マネジメントソフトウェアとプレーヤーを組み合わせた場
合、主に次の 2 通りの運用方法があります。

下記のフローチャートにある操作を行う前に、プレーヤー
の設置、ソフトウェアのインストール、および各種の設定
を行う必要があります。

◆ 詳しくは、「準備」 （16 ページ）をご覧ください。

簡単スケジュール再生

ひとつのプレイリストを繰り返して再生したい場合は、プ
レイリストにスケジュール情報を指定して、プレーヤーに
配信します。この運用方法を「簡単スケジュール再生」と
呼びます。「簡単スケジュール再生」はスケジュールを作成
しないため、後述の「スケジュール再生」と比べて、少な
い操作で配信までを行うことができます。
次のフローチャートは、簡単スケジュール再生の操作の流
れを表したものです。

ご注意

マネジメントソフトウェア

プレイリスト

プレーヤーVSP-BZ10

配信に USBメモリー
を使用する

コンテンツの準備 （26ページ参照）
動画、静止画およびBGMファイルの
登録

USB メモリーにエクスポート
（39ページ参照）
プレイリストをUSBメモ
リーにエクスポート
ひとつのUSBメモリーに複
数のプレーヤーのプレイリス
トをエクスポートできます。

配信にネットワーク
を使用する

プレイリストにスケジュール情報を指定
（38ページ参照）
● 使用するプレーヤーを指定
● 再生に使用する期間と曜日を指定
● 再生に使用する時間を指定

プレイリストの保存 （37 ページ参照）

プレーヤーにコピー
（プレーヤーの取扱説明書参照）
USBメモリーをプレーヤーの
USBポートに接続
コンテンツ、プレイリスト、設定
値が自動的にコピーされます。

プレイリストの作成 （35ページ参照）
再生順にプレイリストにコンテンツを
追加

プレーヤーに配信
（39ページ参照）
プレイリストをプレーヤーに
配信
運用時の操作の流れ 7
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スケジュール再生

テロップや機器制御コマンドを使用する場合や、複数のプ
レイリストを組み合わせて再生したい場合は、一日のタイ
ムテーブルに各要素を割り当てることができます。このタ
イムテーブルを「スケジュール」と呼び、スケジュールを
使用する運用方法を「スケジュール再生」と呼びます。
次のフローチャートは、スケジュール再生の操作の流れを
表したものです。

マネジメントソフトウェア

スケジュール
（プレイリスト、テロップ、機器
制御コマンドで構成される）

プレーヤーVSP-BZ10

コンテンツの準備 （26ページ参照）
● 動画、静止画、BGMファイルの登録
● テロップの作成

スケジュールの作成（45ページ参照）
●使用するプレーヤーを指定
●プレイリスト、テロップ、機器制御
   コマンドをスケジュールに追加
●再生に使用する期間と曜日を指定

スケジュールの保存 （47ページ参照）

プレイリストの保存 （37 ページ参照）

プレイリストの作成 （35ページ参照）
再生順にプレイリストにコンテンツを
追加

配信にUSBメモリー
を使用する

USBメモリーにエクスポート
（52ページ参照）
スケジュールをUSBメモ
リーにエクスポート
ひとつのUSBメモリーに複
数のプレーヤーのスケジュー
ルをエクスポートできます。

配信にネットワーク
を使用する

プレーヤーにコピー
（プレーヤーの取扱説明書参照）
USBメモリーをプレーヤーの
USBポートに接続
コンテンツ、プレイリスト、スケ
ジュール、設定値が自動的にコ
ピーされます。

プレーヤーに配信
（51ページ参照）
スケジュールをプレーヤーに
配信
運用時の操作の流れ
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特長

マネジメントソフトウェアの機能
マネジメントソフトウェアには、次のような機能が用意さ
れています。

プレーヤーへのコンテンツ配信に必要な設
定
• 管理するプレーヤーの登録
• プレーヤーの設定

コンテンツの登録
• 動画や静止画、BGM（バックグラウンドミュージック）

のオーディオファイルなど他のアプリケーションソフト
ウェアで作成されたコンテンツファイルの登録

• テロップコンテンツの作成

プレイリストと再生スケジュールの作成
• プレイリストの作成

コンテンツの組み合わせや再生順を指定します。
• スケジュールの作成

プレイリストやテロップを再生する時間帯や期間、曜日
を指定します。
マネジメントソフトウェアにあらかじめ登録されている
機器制御コマンドをスケジュールに指定することができ
ます。機器制御コマンドを使用して、ディスプレイを制
御できます。

プレーヤーへの配信
• スケジュールの配信

ネットワーク経由でスケジュールを配信する場合は、プ
レーヤーがコンピューターから必要なデータを自動的に
ダウンロードします。
USB メモリーを使用して配信する場合は、必要なデータ
が USB メモリーにエクスポートされ、その USB メモ
リーを対象のプレーヤーに接続すると必要なデータがプ
レーヤーにコピーされます。

• 割り込み再生（ネットワークに接続されているプレー
ヤーのみ）
割り込み再生用のコンテンツを、スケジュール再生中の
コンテンツに代わって表示します。

• RSS の配信（ネットワークに接続されているプレーヤー
のみ）
配信する RSS を登録します。

• プレーヤーへの配信状況の確認

• プレーヤーに保存済みのコンテンツはダウンロードされ
ません。コンテンツの不必要な再送が減り、ネットワー
クの負荷が下がります。

• プレーヤーは、オートレジューム機能に対応しています。
ネットワークでの配信中に接続が中断した場合、接続が
回復すると、各プレーヤーは中断した箇所からダウン
ロードを再開することができます。

システムのメンテナンス
• プレーヤーのシステムパスワードの設定
• プレーヤーの再起動

以下の機能は、ネットワークに接続されているプレーヤー
のみ有効です。
• プレーヤーの状況の確認
• プレーヤーに保存されているファイルの確認と、不要に

なったファイルの削除
• 割り込み再生
• RSS 配信

使用できるコンテンツ
マネジメントソフトウェアは、下記のフォーマットのコン
テンツを扱うことができます。

1) サイネージアニメーションコンバーター（27 ページ参照）を使
うと、Microsoft PowerPoint ファイル（.ppt、.pptx）や Flash
ファイル（.swf、.flv）を MPEG2 ファイルに変換することがで
きます。

◆ 各ファイルに関する制限など詳細については、スペックシー
トをご覧ください。

ヒント

コンテンツ フォーマット

動画1) ・MPEG2-PS
  プロファイル／レベル : MP@ML
  オーディオ : MPEG1 オーディオレイヤー 2（MP2）
・MPEG2-TS
  プロファイル／レベル : MP@HL
  オーディオ : MPEG1 オーディオレイヤー 2（MP2）
・H.264/AVC
  プロファイル／レベル : BP@L3、MP@L4、HP@L4
  オーディオ : AAC

静止画 JPEG
PNG
BMP

テロップ2) マネジメントソフトウェアで内容、表示色、フォント
などを指定して作成します。また、PNG ファイルを
指定することもできます。

BGM MPEG1/2 オーディオレイヤー 3（MP3）
AAC
PCM
特長 9
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2) サイネージ RSS ナビゲーター（57 ページ参照）を使うと、
ニュースや天気予報など RSS（Rich Site Summary / RDF Site 
Summary）形式の情報を取得し、テロップ形式に変換すること
ができます。一定の間隔で RSS が更新されているかどうかを確
認し、自動的に最新の情報を配信します。
特長



　
第
1
章
　
概
要

システム構成例

次の図は、システムの基本的な構成例を示しています。
マネジメントソフトウェアには、ネットワークを介した配
信と USB メモリーを使用した配信という 2 種類の配信方法
が用意されています。
 

ネットワーク
（インターネット /LAN）

コンピューター
（マネジメントソフトウェア
が動作している）

デジタルサイネージプレーヤー
VSP-BZ10

ディスプレイ

USB メモリー

※マネジメントソフトウェアは合計10台までのプレーヤーを管理することができます。

デジタルサイネージプレーヤー
VSP-BZ10

ディスプレイ
システム構成例 11
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システム要件

パーソナルコンピューター
以下の性能を満たした PC/AT およびその互換機

（NEC PC-98 シリーズとその互換機、自作 PC、標準インス
トールされている OS を他の OS に変更したもの、
Macintosh には対応していません）

OS
Windows XP Professional  Service Pack3 (32bit)　日本語版
Windows XP Professional  Service Pack3 (32bit)　英語版
Windows Vista Business  Service Pack2 (32bit/64bit)　日本
語版
Windows Vista Business  Service Pack2 (32bit/64bit)　英語
版
Windows 7 Professional  Service Pack1 (32bit/64bit)　日本
語版
Windows 7 Professional  Service Pack1 (32bit/64bit)　英語
版

マネジメントソフトウェアの動作は、上記以外の OS では
検証されておりません。

CPU
1 GHz 以上のプロセッサー（推奨：2 GHz 以上）

メモリー
1 GB 以上の RAM（推奨：2 GB 以上）
ただし、サイネージアニメーションコンバーターを使用す
る場合は、2 GB 以上の RAM が必要です。

ハードディスク空き容量
インストール時、システムドライブ（Windows がインス
トールされているドライブ）に 100MB 以上 
ただし、Microsoft .NET Framework 3.5 サービスパック 1
がインストールされていない場合はマネジメントソフト
ウェアと同時にインストールされ、その際、最大 700MB
の空き容量が必要となります。

ネットワーク（ネットワークを使用する場合のみ）
ネットワークインターフェースが 1 つあること
ネットワークインターフェースが複数ある場合は、使用す
るインターフェースをプレーヤー設定ウィンドウ（22 ペー
ジ参照）の［アダプター］で選択してください。

プレーヤーとの通信のためにローカルネットワーク環境ま
たはインターネット接続環境が必要です。

• インターネット経由でデータを送る場合は、VPN などを
使用して、セキュリティーを確保してください。

•  1 台のプレーヤーに複数のマネジメントソフトウェアか
らアクセスしないでください。

コンピューターのファイアウォール設定に関するご注意
以下のプロトコルとポート番号の送受信を許可するか、マ
ネジメントソフトウェアの通信を許可する設定にしてくだ
さい。

＊この番号は初期設定値です。変更する場合は、設定ウィンドウ
のシステム設定画面にある「通信ポート」で設定してください。

Windows 7 に本ソフトウェアをインストールすると、
Windows Time サービスが自動起動するように設定されま
す。

サウンドボード
Microsoft DirectX9.0c 互換対応のもの

ディスプレイボードおよび画面解像度
Microsoft DirectX9.0c 互換対応のもの
1024 × 768 ピクセル以上、32 ビットカラー以上

• DPI 設定は必ず初期値の「通常のサイズ (96DPI)」を使用
してください。

• コンピューターの画面サイズによっては、ウィンドウの
一部がタスクバーに隠れてしまう場合があります。その
ような場合は、Windows のタスクバーのプロパティで

「タスクバーを自動的に隠す」設定をオンにすることをお
すすめします。

必要なソフトウェア
• サイネージアニメーションコンバーターで PowerPoint

ファイルを変換する場合は Microsoft PowerPoint 2007 以
上が、Flash ファイルを変換する場合は Adobe Flash 
Player 8 以上が必要です。

• ユーザーガイドなどを見るために Adobe Reader が必要
です。

ご注意

ポート番号 プロトコル 使用用途

123/udp NTP プレーヤーの時計をコンピューターの
時計に同期させるために使用

4980*/tcp HTTP プレーヤーとの通信に使用

ご注意

ご注意
システム要件
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推奨環境すべてのコンピューターについて動作を保証する
ものではありません。

その他のアプリケーションソフトにつ
いてのご注意
• マネジメントソフトウェア以外のアプリケーションを同

時に動作させた状態の動作は保証できません。
• マネジメントソフトウェアを使用する際には、アンチ

ウィルスソフトウェアでウィルス検索するなど、CPU 占
有率が高くなるような操作をしないでください。
システム要件 13
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メインウィンドウ

次の画像は、マネジメントソフトウェアのメインウィンド
ウの例です。この画像ではコンテンツ登録ウィンドウが表
示されています。
 

a メニューバー
マネジメントソフトウェア全体にかかわる機能を使用する
ためのメニューが表示されます。メニューのいずれかを選
択すると、そのメニューに含まれているコマンドが表示さ
れます。

ファイルメニュー

ツールメニュー

3操作ウィンドウエリア

1メニューバー 2オペレーションガイド

コマンド 機能

データフォルダーを開
く

コンテンツ、プレイリスト、スケジュール、
設定データなど、すべてのデータが保存さ
れているデータフォルダーのウィンドウを
開きます。

終了 マネジメントソフトウェアを終了して、
ウィンドウを閉じます。

コマンド 機能

サイネージアニメー
ションコンバーター

サイネージアニメーションコンバーターを
起動し、PowerPoint ファイルまたは Flash
ファイルを MPEG2 ファイルに変換します。

サイネージ RSS ナビ
ゲーター

サイネージ RSS ナビゲーターを起動し、
ネットワーク経由で取得した RSS/Atom 形
式の情報をテロップとしてプレーヤーに配
信するための設定をします。
メインウィンドウ



　
第
1
章
　
概
要

ヘルプメニュー

b オペレーションガイド
マネジメントソフトウェアの操作に対応するボタンが表示
されます。
ここでボタンを選択すると、該当する操作に使用するウィ
ンドウが操作ウィンドウエリアに表示されます。

• データ配信中はオペレーションガイドのボタンは操作で
きません。

• マネジメントソフトウェアが正しく起動しない可能性が
ありますので、データフォルダーは削除しないでくださ
い。

c 操作ウィンドウエリア
オペレーションガイド部分で選択したボタンに応じて、操
作ウィンドウが表示されます。図の例では  ボ
タンが選択されているため、コンテンツ登録ウィンドウが
表示されています。
操作ウィンドウエリアは、いくつかの画面に分割されてい
る場合があります。各画面は、境界をドラッグして、領域
を広げたり狭めたりすることができます。

◆ 操作ウィンドウエリアに表示されるウィンドウについて詳しく
は、第 3 章以降の各画面の説明をご覧ください。

コマンド 機能

エラーコード表
スペックシート

それぞれの情報を表示します。

インターネット経由で
ソフトウェアの更新を
確認する

インターネットに接続して、更新ソフト
ウェアの有無を確認します。

バージョン情報 マネジメントソフトウェアのバージョン番
号などの情報を表示します。

ご注意

ボタン 機能

コンテンツ登録ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、プレーヤー上で再生
するコンテンツを登録、作成します。

プレイリスト編集ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、登録されているコン
テンツの組み合わせや順序を指定して、プ
レイリストの作成･編集を行います。

スケジュール編集ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、作成したプレイリス
トとテロップ、機器制御コマンドを組み合
わせて、再生スケジュールの作成･編集を行
います。

配信ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、再生スケジュールを
プレーヤーに配信します。再生に必要なコ
ンテンツおよびプレイリストも、スケ
ジュールとともに配信されます。

割り込み再生ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、コンテンツを選択し
て配信し、プレーヤー上で実行中のスケ
ジュール再生に割り込んで再生を行うこと
ができます。

メンテナンスウィンドウを表示します。
このウィンドウにはネットワークに接続さ
れているプレーヤーのリストが表示され、
プレーヤーで発生したエラーの内容や空き
容量を確認することができます。
また、プレーヤーに保存されているファイ
ルを確認し、空き容量を確保するために必
要ないものを削除したり、プレーヤーを再
起動したりすることもできます。

設定ウィンドウを表示します。
このウィンドウでは、システム全体に関わ
る設定を行います。
また、ここで新しくプレーヤーを登録した
り、プレーヤーの設定変更や削除を行った
りすることもできます。

ボタン 機能
メインウィンドウ 15
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導入時の操作の流れ

次の図は、システム導入時に必要な操作の流れを示してい
ます。
 

詳しくはプレーヤーの
設置説明書をご覧くだ
さい

コンピューターの設定
を行う
（17ページ参照）

プレーヤーをディスプレイに接続する

マネジメントソフトウェアをコンピュー
ターにインストールする
（20ページ参照）

ネットワークの設定を
行う（17ページ参照）

[送信して完了 ]または [ 完了 ] をク
リックする

配信にUSBメモリー
を使用するプレーヤー
の場合

配信にネットワー
クを使用する
プレーヤーの場合

プレイリストやスケジュールをUSBメ
モリーにエクスポートする際に、設定
値も自動的にコピーされます。

配信に USB メモリーを用い
るプレーヤーを使用する場合
は、そのプレーヤーのシリア
ル番号をメモする

ネットワークを
使用しない

ネットワークを
使用する

マネジメントソフトウェアを起動する
（20ページ参照） 設定値がプレーヤーに送信

されます。

プレーヤーをマネジメントソフト
ウェアに登録する

下記の項目を設定する
●データフォルダーの場所
●スケジュール起点時刻

簡単設定ウィザード
（21ページ参照）

使用するプレーヤーの
数だけ繰り返す
導入時の操作の流れ
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ネットワークの設定

配信にネットワークを使用する場合は、各プレーヤーに IP
アドレスを設定してネットワークに接続する必要がありま
す。

プレーヤーに IP アドレスを設定する
プレーヤーには、1 台につき 2 つの IP アドレスが必要で
す。1 つ（IP アドレス 1）はサイネージウェブマネー
ジャー用に、もう 1 つ（IP アドレス 2）はコンテンツ再生
に使用されます。
プレーヤーに IP アドレスを割り当てる際は、同じアドレス
を重複して使用することがないようにご注意ください。

◆ IP アドレスの設定について詳しくは、プレーヤーの取扱説明書
をご覧ください。

マネジメントソフトウェアにプレーヤーを登録する際に IP
アドレス 1、2 を入力する必要があるため、プレーヤーに設
定した IP アドレス 1、2 をメモしておくことをおすすめし
ます。

コンピューターの設定

配信にネットワークを使用する場合は、マネジメントソフ
トウェアをインストールするコンピューターに固定の IP ア
ドレスを割り当て、Internet Explorer に関する設定を行う
必要があります。

コンピューターに IPアドレスを設定
する
このシステムでは、コンテンツ配信の際、マネジメントソ
フトウェアがインストールされているコンピューターから
各プレーヤーがデータをダウンロードする仕組みになって
います。このためコンピューターには、IP アドレスを自動
的に取得するように設定するのではなく、固定の IP アドレ
スを割り当てる必要があります。

プレーヤーとコンピューター間のデータの送受信にイン
ターネットを使用する場合は、コンピューターに割り当て
る IP アドレスをグローバル IP アドレスにする必要があり
ます。
プレーヤーとコンピューターが LAN のみで接続されてい
る場合は、プライベート IP アドレスを使用できます。
使用する IP アドレスについて詳しくは、ネットワークの管
理者にご相談ください。

1 Windows のスタートボタンをクリックして、［コント
ロールパネル］をクリックする。

コントロールパネルウィンドウが表示されます。

2 コントロールパネルウィンドウの「ネットワークとイ
ンターネット」の下にある「ネットワークの状態とタ
スクの表示」リンクをクリックする。

コントロールパネルウィンドウがネットワークと共有
センターウィンドウに切り換わります。

コントロールパネルウィンドウが、Windows XP のよ
うなクラシック表示になっている場合は、「ネットワー
クと共有センター」のアイコンをダブルクリックする
と、ネットワークと共有センターウィンドウを表示す
ることができます。

ヒント ご注意

ヒント
ネットワークの設定 / コンピューターの設定 17
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3 ウィンドウの右端にある、接続の「状態の表示」リン
クをクリックする。

ローカルエリア接続の状態ウィンドウが表示されます。

4 ［プロパティ］をクリックする。

ローカルエリア接続のプロパティウィンドウが表示さ
れます。

5 インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）
チェックボックスの行全体を選択して、［プロパティ］
をクリックする。

インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）
のプロパティウィンドウが表示されます。

6 IP アドレス欄に「192.168.0.10」など、希望の IP アドレ
スを入力する。

サブネットマスク欄をクリックすると、入力した IP ア
ドレスに応じたサブネットマスクが表示されます。

7 必要であれば、デフォルトゲートウェイ欄に使用する
デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力する。

8 インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）
のプロパティウィンドウの［OK］をクリックし、続け
て、ローカルエリア接続のプロパティウィンドウで

［OK］をクリックする。

それぞれのウィンドウが閉じます。

9 ローカルエリア接続の状態ウィンドウでは［閉じる］
を、ネットワークと共有センターウィンドウではウィ
ンドウ右上隅の ボタンをクリックして、それぞれ
のウィンドウを閉じる。

Internet Explorer に関する設定を行
う
プレーヤーとの通信を行う際、マネジメントソフトウェア
はブラウザー（Internet Explorer）の設定を使用します。
以下の設定を行ってください。

下記の手順に表示されている画像は、Internet Explorer
バージョン 7.0 のものです。他のバージョンの場合でも、
同様に操作を行ってください。

1 Web ブラウザー（Internet Explorer）を起動する。

Internet Explorer のウィンドウが表示されます。

2 メニューバーの［ツール］をクリックし、表示される
メニューの［インターネットオプション］をクリック
する。

インターネットオプションウィンドウが表示されます。

3 ［接続］タブをクリックする。

以下のウィンドウが表示されます。

「状態の表示」リンク

ご注意
コンピューターの設定
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4 ［LAN の設定］をクリックする。

ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定ウィンド
ウが表示されます。

5 ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定ウィンドウで
以下の設定を行います。

接続しているネットワークでプロキシサーバーを使用
しない場合は

接続しているネットワークでプロキシサーバーを使用
している場合は

インターネットオプションウィンドウに戻ります。

6 インターネットオプションウィンドウで［OK］をク
リックする。

［接続］をク
リックする

1すべての項目のチェックマークを
クリアする

2［OK］をクリックする

1チェックマークをクリアする

2チェックマークをつける

3ネットワーク管理者の指示に
従って設定する

4［OK］をクリック
する
コンピューターの設定 19
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マネジメントソフトウェ
アのインストール

次に、マネジメントソフトウェアをコンピューターにイン
ストールします。

インストール作業は、コンピューターの管理者権限で行っ
てください。

1 プレーヤーに付属のCD-ROMをコンピューターのCDド
ライブに挿入する。

2 インストール用 CD に保存されている「Setup.exe」ファ
イルをダブルクリックする。

インストールプログラムが起動します。

Windows からの確認のメッセージが表示された場合
は、［続行］または［許可］をクリックしてください。

3 画面に表示されるウィザードのメッセージに従ってソ
フトウェアをインストールする。

使用許諾契約に関する文面が表示されたら、よくお読
みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」を選
択して、インストールを続行してください。

4 画面に表示されるウィザードのメッセージに従って
［完了］をクリックし、インストールを終了する。

マネジメントソフトウェ
アの起動と終了

Windows の「制限付きアカウント」のユーザーはマネジメ
ントソフトウェアを使用できませんのでご注意ください。

マネジメントソフトウェアを起動する
Windows のデスクトップにある「サイネージプレーヤーマ
ネジメントソフトウェア」のショートカットをダブルク
リックする。

マネジメントソフトウェアのメインウィンドウが表示され、
操作が行えるようになります。

• マネジメントソフトウェアをインストールした後、最初
に起動したときは、メインウィンドウの代わりに「簡単
設定ウィザード」が自動的に表示されます。この場合は、
ウィザードのメッセージに従ってシステムの設定を行っ
てください。

◆ 簡単設定ウィザードについて詳しくは、「簡単設定ウィザー
ドによるシステムの設定」 （21 ページ）をご覧ください。

• Windows 7またはWindows Vistaをご使用の場合、マネジ
メントソフトウェアの起動時に、HTTP Server の実行を
許可するかを確認するウィンドウが表示されるので、［続
行］をクリックしてください。

ご注意

ご注意

ご注意

ご注意
マネジメントソフトウェアのインストール / マネジメントソフトウェアの起動と終了
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マネジメントソフトウェアを終了する
メインウィンドウのメニューバーで、［ファイル］ > ［終
了］を順番に選択する。

マネジメントソフトウェアのメインウィンドウが閉じます。

編集中のデータや未送信の設定がある場合は、確認のメッ
セージが表示されます。
必要な場合は、［はい］をクリックして保存または送信を
行ってください。

配信が完了していれば、マネジメントソフトウェアを終了
しても、指定されているプレイリストやスケジュールに
従って、プレーヤー上で自動的に再生が行われます。

• 何らかの理由でマネジメントソフトウェアが異常終了し
てしまった場合は、Windows を再起動してください。こ
れにより、終了されなかったプロセスを終了することが
できます。

• データフォルダーは、マネジメントソフトウェアを使用
するユーザーのアクセス権限がある場所を指定してくだ
さい。

簡単設定ウィザードによ
るシステムの設定

インストール後、最初にマネジメントソフトウェアを起動
すると「簡単設定ウィザード」が自動的にスタートします。
マネジメントソフトウェアの運用を始める前に、このウィ
ザードを使用して下記の項目を設定してください。

• データフォルダー（コンテンツ、プレイリスト、スケ
ジュール、設定値など、マネジメントソフトウェアが扱
うデータのすべてを保存するフォルダーの場所）

• ディスプレイの設置方向（縦置きまたは横置き）
• 一日のスケジュールの起点時刻
• マネジメントソフトウェアで管理するプレーヤー

• データフォルダー、スケジュール起点時刻は後から変更す
ることができません。変更するには、プレーヤーを初期化
した後ソフトウェアを再インストールして設定をし直す必
要があります。この場合、コンテンツやプレイリストなど
のデータは再インストール後は使用できなくなりますので
ご注意ください。

◆ プレーヤーを初期化する手順について詳しくは、プレーヤー
の取扱説明書をご覧ください。

• データフォルダーは、マネジメントソフトウェアを使用
するユーザーのアクセス権限がある場所を指定してくだ
さい。

ご注意

ご注意
簡単設定ウィザードによるシステムの設定 21
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1 簡単設定ウィザードの最初の画面が上記のように表示
されたら、［次へ］をクリックする。

データフォルダーを設定する画面が表示されます。

2 データフォルダーを指定して、［次へ］をクリックす
る。
テキストボックスにパスを入力するか、［参照］をク
リックして希望のフォルダーを選択してください。

マネジメントソフトウェアは、すべてのデータをここ
で指定したフォルダーの中に保存します。

次に、ディスプレイの設置方向を指定する画面が表示
されます。

3 「横位置」または「縦位置」のいずれかを選択して、
［次へ］をクリックする。

次に、一日のスケジュールの起点時刻を指定する画面
が表示されます。

4 時刻ドロップダウンリストボックスで、希望のスケ
ジュール開始時刻（24 時制）を指定して、［次へ］を
クリックする。

次に、プレーヤーの登録画面が表示されます。

ここで指定する起点時刻をまたいでコンテンツを再生
するスケジュールを作成することはできません。

5 ［追加］をクリックしてプレーヤーを登録する。

プレーヤー設定ウィンドウが表示されます。

6 使用するプレーヤーを登録する。

ネットワーク運用を行うプレーヤーの場合は

ネットワーク運用ボタンを選択し、下記のデータを入
力して、［接続］をクリックします。

ご注意

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

IP アドレス 1 サイネージウェブマネージャー用の IP ア
ドレス
簡単設定ウィザードによるシステムの設定
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1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定を送信し

た後、プレーヤーを再起動してください。

プレーヤーとコンピューターの間の接続が確認されま
す。接続が確立されると、シリアル番号やストレージ
の大きさなどのプレーヤーの情報が、プレーヤー設定
ウィンドウに表示されます。

出荷時には、IP アドレス 1、2 を DHCP で取得するよ
うに設定されています。
サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェイの設
定は、サイネージウェブマネージャーを使用して変更
することができます。
IP アドレス 1、IP アドレス 2 の設定内容を確認するに
は、プレーヤーをディスプレイに接続した状態でプ
レーヤーの INFO ボタンを押します。

USBメモリー運用を行うプレーヤーの場合は

USB メモリー運用ボタンをクリックし、下記のデータ
を入力します。

1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定をコピー
した後、プレーヤーを再起動してください。

7 プレーヤー設定ウィンドウで［OK］をクリックする。

ウィンドウが閉じます。

8 別のプレーヤーを登録するには、手順 5 から 7 を繰り返
す。
プレーヤーは 10 台まで登録することができます。

プレーヤーの登録が済んだら、［次へ］をクリックす
る。

次に、設定した値を確認する画面が表示されます。

9 表示されている設定値を確認し、［送信して完了］また
は［完了］をクリックする。

簡単設定ウィザードを使用した設定作業が完了しまし
た。
ネットワークに接続されているプレーヤーには、設定
値が送信されます。

USB メモリー運用を行うプレーヤーの場合は、設定値
はマネジメントソフトウェアに格納されます。
プレイリストやスケジュールを USB メモリーにエクス
ポートする際にこの設定値も自動的に書き出され、プ
レーヤーにコピーされます。

プレーヤーとコンピューターの接続に失敗した場合は
手順 6 で［接続］をクリックすると、マネジメントソフト
ウェアはプレーヤーとコンピューターの間の接続を確認し
ます。（接続が成功しなくても、プレーヤーは登録できま
す）
プレーヤー設定ウィンドウでは、接続に失敗したプレー
ヤーの「接続」欄に「－」というマークが表示されます。
後にネットワーク接続が成功すると、「－」マークの代わり
に「○」マークが表示され、プレーヤーが使用できるよう
になります。

IP アドレス 2 再生の制御に使用する IP アドレス

使用する IP アドレスが重複しないようご
注意ください。

アダプター プレーヤーとの通信に使用するネット
ワークアダプター

RSS 配信を有効に
する

サイネージ RSS ナビゲーターによるテ
ロップ配信を有効にする

有効にした場合、マネジメントソフト
ウェアからの割り込み再生はできなくな
ります。

ご注意

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

項目 説明

シリアル番号 プレーヤーのシリアル番号

項目 説明
簡単設定ウィザードによるシステムの設定 23
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24
コンテンツ登録
コンテンツ登録ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、コンテンツ登録ウィンドウに切り換わります。こ
のウィンドウで、動画や静止画、BGM に使用するオーディ
オファイルの登録やテロップの作成など、コンテンツの準
備を行います。

次の画像は、コンテンツ登録ウィンドウの例を示していま
す。
コンテンツ登録ウィンドウは、マイコレクションフォル
ダー画面だけで構成されています。

 

マイコレクションフォルダー画面
マイコレクションフォルダー画面には、マネジメントソフ
トウェアに登録されているコンテンツが表示されます。ま
た、この画面で新たなコンテンツの登録や作成を行うこと
もできます。
この画面にはサムネイル表示と詳細表示の 2 つの表示モー
ドがあります。

マイコレクションフォルダー画面は、次の図のような 3 つ
の部分で構成されています。

マイコレクションフォルダー
画面
コンテンツ登録ウィンドウ
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a ツールバー
コンテンツの登録および作成に関する機能に対応したボタ
ンが用意されています。

b ツリー
マイコレクションフォルダーの中のコンテンツフォルダー
を表示します。コンテンツフォルダーには登録されたコン
テンツが保存されます。
マイコレクションフォルダーには、他にプレイリスト、ス
ケジュール、機器制御のためのフォルダーがありますが、
コンテンツ登録ウィンドウのマイコレクションフォルダー
画面に表示されるのはコンテンツフォルダーだけです。

コンテンツフォルダーには、コンテンツを管理するために、
サブフォルダーを作成することができます。サブフォル
ダーは 30 階層まで作成することができます。

ツリー上でフォルダーをクリックするとそのフォルダーが
選択され、中に保存されているサブフォルダーやコンテン
ツの一覧がコンテンツリストに表示されます。

c コンテンツリスト
選択されているフォルダーにあるサブフォルダーやコンテ
ンツを表示します。
コンテンツリストの表示方法は、ツールバーにあるボタン
で切り換えることができます。
• 詳細表示

ファイル名やサイズなど、各項目の情報をリスト形式で
表示します。
リスト上の項目は、欄のタイトル部分をクリックするこ
とで並べ替えることができます。例えば、サイズ順に各
項目を表示させたい場合は、「サイズ」をクリックしま
す。続けて同じタイトルをクリックすると、昇順と降順
が切り換わります。

• サムネイル表示
各項目のファイル名とサムネイル画像またはアイコンを
表示します。
動画および静止画コンテンツには基本的にサムネイル画
像が表示されます。ただし、動画のサムネイル画像を取
得できない場合は、動画ファイルのアイコンが代わりに
表示されます。

アイコンは、コンテンツの種類によって下記のいずれか
が使用されます。

コンテンツリスト上のコンテンツなどの項目に、何らかの
操作を行う場合は、希望の項目を選択してからツールバー
のボタンを使用してください。

ボタン 説明

新しくコンテンツファイルを登録するために、マイド
キュメントフォルダーのウィンドウを表示します。

ツリー上でひとつ上のレベルに移動します。

選択されているフォルダー内に新しいフォルダーを作成
します。

選択されているコンテンツやフォルダーを移動するため
の移動ウィンドウを表示します。

選択されているコンテンツやフォルダーを削除します。

選択されているコンテンツのプロパティを表示します。

新しくテキストテロップを作成するためにテキスト編集
ウィンドウを表示します。

PNG ファイルを指定して新しくテロップを作成するた
めにグラフィカルテロップ編集ウィンドウを表示しま
す。

選択されているテロップコンテンツ（テキストまたは
PNG）を編集するために、テキスト編集ウィンドウまた
はグラフィカルテロップ編集ウィンドウを表示します。

サムネイル表示を選択します。

詳細表示を選択します。

3コンテンツリスト

1ツールバー

2ツリー

アイコン 説明

動画コンテンツ（サムネイル画像が取得できない場
合に使用されます）

テロップコンテンツ

BGM コンテンツ
コンテンツ登録ウィンドウ 25
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コンテンツを登録・作成
する

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、コンテンツ登録ウィンドウが表示されます。コン
テンツ登録ウィンドウは、マイコレクションフォルダー画
面のみで構成されています。
プレーヤーで再生するコンテンツは、すべてこのコンテン
ツ登録ウィンドウでシステムに登録または作成します。

◆ コンテンツ登録ウィンドウの各部の説明については、「コンテン
ツ登録ウィンドウ」 （24 ページ）をご覧ください。

コンテンツの登録、作成の手順は、コンテンツの種類に
よって異なります。

動画、静止画、BGMのファイルを登
録する
動画、静止画、および BGM 用のオーディオコンテンツを
使用するには、他のプログラムなどで作成されたファイル
をマネジメントソフトウェアに登録します。

◆ 再生に使用できるファイルの種類について詳しくは、「使用でき
るコンテンツ」 （9 ページ）をご覧ください。

• 登録するコンテンツは横長で作成してください。縦長の
コンテンツは登録できません。ディスプレイを縦向きに
配置して使用する場合は、横倒しにしたコンテンツを登
録してください。プレイリスト編集時には、コンテンツ
の向きを回転してプレビューすることができます。

• マネジメントソフトウェアでは、登録するファイルの
ファイル名をそのままコンテンツの表示名として使用す
るため、同じ名称のコンテンツを複数登録できます。

• ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）ま
での ASCII コード文字または日本語を使用できます。

• 登録したコンテンツを Windows エクスプローラーなどを
使って移動、削除、またはファイル名を変更した場合、
そのコンテンツを含むプレイリストを表示すると「No 
File」と表示され、そのプレイリストは配信できません。

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

コンテンツ登録ウィンドウに切り換わり、マイコレク
ションフォルダー画面が表示されます。

2 ツールバーの  ボタンをクリックする。

マイドキュメントフォルダーのウィンドウが開きます。

3 登録するファイルが保存されているフォルダーを選択
する。

フォルダー内のファイルが表示されます。

4 コンテンツ登録ウィンドウのマイコレクションフォル
ダー画面で、コンテンツを登録するフォルダーを選択
する。

ツールバーの ボタンを使用してサブフォルダーを
作成し、その中にコンテンツを登録することもできま
す。

5 Windowsエクスプローラで登録するファイルを選択する。

複数のファイルを選択して一度に登録することもでき
ます。

6 選択したファイルをドラッグ＆ドロップ操作でコンテ
ンツ登録ウィンドウに移動させる。

PowerPoint ファイルまたは Flash ファイルをドラッグ
& ドロップすると、自動的にサイネージアニメーショ
ンコンバーターが起動します。このツールを使うこと
で、PowerPoint ファイルまたは Flash ファイルを
MPEG2 ファイルに変換して登録できます。

◆ 詳しくは、「PowerPoint ファイル、Flash ファイルを動画
に変換して登録するには」 （27 ページ）をご覧ください。

ドロップしたファイルはデータフォルダーにコピーさ
れ、マイコレクションフォルダー画面に表示されます。

ご注意
コンテンツを登録・作成する
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PowerPoint ファイル、Flash ファイルを動画に変換して
登録するには
PowerPoint ファイルおよび Flash ファイルは、サイネージ
アニメーションコンバーターで MPEG2 形式の動画に変換
して登録できます。

• PowerPointファイルの変換時にコンピューターのCPU負
荷が高いと、映像と音声の同期がずれることがあります。
また、PowerPoint ファイルのスライド切り替えにアニ
メーション効果が設定されている場合、指定した再生時
間通りに変換されないことがあります。

• PowerPoint ファイルに動画が挿入されている場合、動画
部分は変換されません。

• PowerPoint ファイルの先頭のスライドには画面切り換え
の効果を設定しないでください。設定しても、画面切り
換えの効果は変換されません。

• PowerPoint ファイルのスライドのサイズは、PowerPoint
の［ページ設定］で「画面に合わせる (4:3)」または「画
面に合わせる (16:9)」を指定してください。これら以外の
サイズを指定すると変換できません。

• Windows VistaまたはWindows 7でMicrosoft PowerPoint 
2010 以降をご使用の場合、環境によっては PowerPoint
ファイルを正常に変換できず、変換後の動画が白画面に
なることがあります。このようなときは、以下のように
設定を変更することで、Windows のエアロ機能を無効に
すると、正しく変換できる場合があります。
- コントロールパネル > デスクトップのカスタマイズ >

個人設定 > テーマの変更で、デスクトップのテーマを
Windows クラシックに変更する

• Microsoft PowerPoint 2010 以降をご使用の場合、［解像度
/ フォーマット］を［SD/NTSC］または［SD/PAL］に
設定して PowerPoint ファイルを変換すると、環境に
よっては変換後の動画の最後に「スライドショーの最後
です」と表示される場合があります。このようなときは、
次のどちらかの方法で変換、設定をしてください。
-［解像度 / フォーマット］を「HD/60i」または「HD/

50i」に変更して変換し直す。
- スライドの最後にダミーのページを追加して変換し、

動画のプロパティページで再生時間を短く設定するこ
とで、ダミーページが再生されないようにする。

• Windows VistaまたはWindows 7でMicrosoft PowerPoint 
2007 をご使用の場合、環境によってはアニメーションの
入った PowerPoint ファイルを正常に変換できない場合
があります。アニメーション効果を削除するか
PowerPoint 2010 をご使用ください。

1 PowerPointファイルまたはFlashファイルをコンテンツ
登録ウィンドウにドラッグ & ドロップする。

サイネージアニメーションコンバーターが表示されま
す。
すでにサイネージアニメーションコンバーターが表示
されている場合は、サイネージアニメーションコン
バーターの素材一覧にドラッグ & ドロップすることも
できます。

2 設定ボタンをクリックして出力設定ウィンドウを表示
し、変換方法を設定する。

ご注意

項目 設定

解像度 /
フォーマット

画像サイズおよびビデオフォーマットを選択し
ます。

「HD/60i」、「HD/50i」、「SD/NTSC」または
「SD/PAL」を選択してください。

縦コンテンツ
を縦画面用に
回転

オンにすると、縦長のコンテンツを自動的に縦
画面用に変換します。ただし、.flv 形式のファイ
ルは変換できません。

出力フォル
ダー

参照ボタンをクリックして出力フォルダー選択
ウィンドウを表示し、画像を出力するフォル
ダーを指定します。

素材一覧
コンテンツを登録・作成する 27
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3 ［OK］をクリックする。

4 サイネージアニメーションコンバーターの［変換開始］
をクリックする。

動画の変換が開始されます。変換の進捗状況およびス
テータスが素材一覧に表示されます。

変換が完了した動画は、自動的にマイコレクションフォル
ダーに登録されます。

• 変換後の動画には、PowerPoint ファイル内の音声だけで
なく、変換中にコンピューターから出力された音声が取
り込まれます。ただし、コンピューターの音声を消音状
態にすると変換できません。

• 自動的に再生を行い一時停止や再開の制御ができない
Flash ファイルを変換した場合、変換後の再生時間が元
のファイルの再生時間と異なります。変換する Flash
ファイルは、一時停止や再生の制御ができるように作成
してください。Flash ファイルの一時停止ができるかど
うか分からないときは、Web ブラウザーで Flash ファイ
ルを再生し、右クリックで表示されるメニューの再生で
一時停止ができるかどうか確認してください。
また、Web ブラウザーで Flash ファイルを表示したとき
に、右クリックで表示されるメニューで［すべて表示］
がチェックされていないファイルは、サイネージアニ
メーションコンバーターで指定した解像度に正しく変換
できないことがあります。

•［解像度 / フォーマット］を「HD/60i」または「HD/50i」
に設定して PowerPoint ファイルを変換すると、スライ
ドの外枠に白い線が入ったり、映像の一部が欠けること
があります。このような現象が生じた場合は、［解像度 /
フォーマット］を「SD/NTSC」または「SD/PAL」に変
更してから変換し直してください。

動画の再生時間を設定するには
動画コンテンツの再生時間は、プロパティウィンドウで設
定することができます。

この手順を使用して、動画コンテンツの再生時間を変更す
ることもできます。再生時間を実際のコンテンツの長さよ
り短くすると、残りの部分はカットされます。実際のコン

テンツの長さより長くすると、延ばした時間分だけ最終フ
レームが表示されます。

1 コンテンツ登録ウィンドウで、希望の動画コンテンツ
を選択する。

2 ツールバーの  ボタンをクリックする。

選択した動画コンテンツの情報が表示されているプロ
パティウィンドウが開きます。

3 プロパティウィンドウの  ボタンをクリックする。

再生時間の設定ウィンドウが表示されます。

4 再生時間ドロップダウンリストボックスを使用して希
望の再生時間（HH:MM:SS）を指定し、［OK］をク
リックする。

再生時間の設定ウィンドウが閉じ、指定した再生時間
がプロパティウィンドウに表示されます。

5 ウィンドウ右上の ボタンをクリックしてプロパティ
ウィンドウを閉じる。

テキストテロップを作成･編集する
表示させる文字列と、表示色、フォント、文字の大きさ、
表示効果などを指定して、テロップとして使用するテキス
トを作成します。

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

PowerPoint
スライド再生
時間

PowerPoint ファイルのスライドを再生する時間
を指定します。1 ～ 300 秒の間で設定します。
アニメーションの設定がされているスライドに
は適用されません。

ご注意

ヒント

項目 設定
コンテンツを登録・作成する
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2 新しくテキストテロップを作成する場合は、ツール
バーの  ボタンをクリックする。
すでにあるテキストテロップを編集する場合は、マイ
コレクションフォルダー画面で編集するテロップを選
択し、  ボタンをクリックする。

どちらの場合もテキスト編集ウィンドウが表示されま
す。
テキストを編集する場合は、選択したテキストテロッ
プがウィンドウに表示されています。

3 テキスト編集ウィンドウ上部にあるテキストボックス
に希望の文字列を入力する。
またはテキストボックス内の文字列を編集する。

4 テキスト編集ウィンドウ内のボタンやドロップダウン
リストボックスを使用して、色や文字サイズなど希望
の表示方法を指定する。
項目によっては、テキストボックス内で選択した部分
の文字列だけに適用されます。

5 ［確認］をクリックする。

入力した文字列が、テキスト編集ウィンドウ下部のプ
レビューエリアに表示されます。
ここで色やスタイル、文字サイズなどを確認してくだ
さい。

「横スクロール」または「縦スクロール」の効果を選択
した場合、ウィンドウの下部にあるスライダーを使用
して、文字列全体を確認することができます。
また、「横スクロール」を選択した場合、文字列全体が
表示されるのに必要なおおよその時間が「スクロール
時間」としてウィンドウの一番下に表示されます。こ
のスクロール時間はスケジュールを作成する際、テ
ロップの表示時間を決めるときに使用できます。

テキスト編集ウィンドウでは、スクロール効果の動き
をプレビューすることはできません。

6 プレビューの結果、テキストテロップを編集する場合
は、手順 3 から 5 を繰り返す。

項目 説明

フォント フォントを指定します。

選択された文字列を太字にします。または選択され
た太字の文字列を太字ではない状態にします。

選択された文字列を斜体にします。または選択され
た斜体の文字列を斜体ではない状態にします。

選択された文字列を下線付きにします。または選択
された下線付きの文字列を下線付きではない状態に
します。

カラーパレットを表示して、テキストの背景色（透
過も選択可能）を指定できるようにします。

テキスト
ボックス

プレビュー
エリア

スライダー
（スクロールのテ
ロップの場合にの
み、操作できま
す）

カラーパレットを表示して、選択された文字列の文
字色を指定できるようにします。

サイズ 文字の大きさを指定します。
「大」「中」「小」または「ユーザー設定」を選択し
てください。

「ユーザー設定」を選択した場合は、テキストボッ
クスに希望のサイズを入力します。

効果 次の中から希望の表示効果を選択します。
横スクロール： 1 行の文字列がスクリーンの右から
左に流れるようにします。
縦スクロール：複数行の文字列がスクリーンの下か
ら上に流れるようにします。
固定： 静止した 1 行の文字列を表示します。
フルスクリーン： 複数行の静止した文字列を表示し
ます。

速度 効果に「横スクロール」または「縦スクロール」を
選択した場合、文字列が流れる速さを指定します。

「遅い」「普通」または「速い」を選択してくださ
い。

整列 効果に「縦スクロール」、「固定」または「フルスク
リーン」を選択した場合、文字の表示位置を指定し
ます。

「左寄せ」「中央」または「右寄せ」を選択してくだ
さい。

ディスプレイの向きを切り換えます。

テキスト
表示位置

テキストテロップの縦方向の表示位置を指定しま
す。

ご注意

項目 説明
コンテンツを登録・作成する 29
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作成・編集したテキストテロップを保存するには、テ
キスト編集ウィンドウの［保存］をクリックする。
テキストの保存ウィンドウが表示されます。

7 新しく作成したテキストテロップを保存する場合や編
集したものを新しく別のファイルとして保存する場合
は、テキストの保存ウィンドウで保存する場所とファ
イル名を指定し、［OK］をクリックする。

ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）
までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。

編集したテキストテロップを元のファイルに上書きす
る場合は、表示されているファイルの保存場所とファ
イル名を確認し、［OK］をクリックする。

作成・編集したテキストテロップが指定されたフォル
ダーに保存されます。
同じフォルダーにすでに同じ名前のファイルがある場
合は、確認のメッセージが表示されます。
ファイルを上書きする場合は、［OK］をクリックして
ください。

上書き保存したテキストテロップを配信済みのスケ
ジュールに反映させたい場合は、該当するテキストテ
ロップを含むスケジュールを再配信してください。

グラフィカルテロップを作成・編集す
る
表示する PNG ファイルと、効果、表示位置を指定して、グ
ラフィカルテロップを作成します。

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

2 新しくグラフィカルテロップを作成する場合は、ツー
ルバーの  ボタンをクリックする。
すでにあるグラフィカルテロップを編集する場合は、
マイコレクションフォルダー画面で編集するテロップ
を選択し、  ボタンをクリックする。

どちらの場合も、グラフィカルテロップ編集ウィンド
ウが表示されます。
すでにあるグラフィカルテロップを編集する場合は、
選択したグラフィカルテロップがウィンドウに表示さ
れています。

3 新しくテロップを作成する場合は、Windows エクスプ
ローラから PNG ファイル一覧へ PNG ファイルをド
ラッグ & ドロップする。

• 使用可能な PNG ファイルのサイズについては、ス
ペックシートをご覧ください。

• 新しくテロップを作成する場合、異なるサイズの
PNG ファイルを同時にドラッグ & ドロップすること
はできません。異なるサイズの PNG ファイルからテ
ロップを作成する場合は、いったんグラフィカルテ
ロップ編集ウィンドウを閉じて、再度グラフィカル
テロップ編集画面を開いてから操作をしてください。

• PNG ファイル一覧に表示されているファイルを削除
するときは、ファイルを選択して［Delete］キーを
押してください。

4 グラフィカルテロップ編集ウィンドウ内のボタンやド
ロップダウンリストボックスを使用して、希望の表示
方法を指定する。

ご注意

ご注意

PNGファイル
一覧

プレビュー
エリア

スライダー
（スクロールのテ
ロップの場合にの
み、操作できま
す）
コンテンツを登録・作成する
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5 ［確認］をクリックする。

入力した PNG ファイルが、グラフィカルテロップ編集
ウィンドウ下部のプレビューエリアに表示されます。

「横スクロール」または「縦スクロール」の効果を選択
した場合、ウィンドウの下部にあるスライダーを使用
して、テロップ全体を確認することができます。
また、「横スクロール」または「縦スクロール」を選択
した場合、テロップ全体が表示されるのに必要なおお
よその時間が「スクロール時間」としてウィンドウの
一番下に表示されます。このスクロール時間はスケ
ジュールを作成する際、テロップの表示時間を決める
ときに使用できます。

6 プレビューの結果、グラフィカルテロップを編集する
場合は、手順 4 から 5 を繰り返す。

作成・編集したグラフィカルテロップを保存するには、
グラフィカルテロップ編集ウィンドウの［保存］をク
リックする。
PNG ファイルの保存ウィンドウが表示されます。

7 新しく作成したグラフィカルテロップを保存する場合
や編集したものを新しく別のファイルとして保存する
場合は、PNG ファイルの保存ウィンドウで保存する場
所とファイル名を指定し、［OK］をクリックする。

ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）
までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。

編集したグラフィカルテロップを元のファイルに上書
きする場合は、表示されているファイルの保存場所と
ファイル名を確認し、［OK］をクリックする。

作成・編集したグラフィカルテロップが指定された
フォルダーに保存されます。
同じフォルダーにすでに同じ名前のファイルがある場
合は、確認のメッセージが表示されます。
ファイルを上書きする場合は、［OK］をクリックして
ください。

上書き保存したグラフィカルテロップを配信済みのス
ケジュールに反映させたい場合は、該当するグラフィ
カルテロップを含むスケジュールを再配信してくださ
い。

項目 説明

効果 次の中から希望の表示効果を選択します。
横スクロール： PNG ファイルがスクリーンの
右から左に流れるようにします。
縦スクロール：PNG ファイルがスクリーンの
下から上に流れるようにします。
固定： PNG ファイルを位置固定で表示します。
フルスクリーン： フルスクリーンの PNG ファ
イルを表示します。

速度 効果に「横スクロール」または「縦スクロー
ル」を選択した場合、PNG ファイルが流れる
速さを指定します。

「遅い」「普通」または「速い」を選択してくだ
さい。

グラフィカル
テロップ表示
位置

グラフィカルテロップの縦方向の表示位置を指
定します。

ご注意
コンテンツを登録・作成する 31
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32
プレイリスト編集
プレイリスト編集ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、プレイリスト編集ウィンドウに切り換わります。
このウィンドウでプレイリストの作成・編集を行います。

次の画像は、プレイリスト編集ウィンドウの例を示してい
ます。
プレイリスト編集ウィンドウは、マイコレクションフォル
ダー画面、コンテンツ確認画面、プレイリスト設定画面、
およびプレイリスト編集画面で構成されています。

 

マイコレクションフォルダー画面
プレイリスト編集ウィンドウのマイコレクションフォル
ダー画面は、コンテンツ登録ウィンドウのマイコレクショ
ンフォルダー画面とよく似ています。
ただし、マネジメントソフトウェアに登録され、プレイリ
スト編集に使用される各種類のコンテンツのほかに、すで
に作成されているプレイリストも表示されます。スケ

ジュール、機器制御のコマンド、テロップコンテンツは、
プレイリスト編集ウィンドウでは表示されません。

プレイリスト編集ウィンドウでは、マイコレクションフォ
ルダー画面のツールバーに次のボタンがあります。

コンテンツ確認画面

プレイリスト編集画面

プレイリスト設定画面

マイコレクションフォルダー
画面

保存してデフォルトコンテンツ
として配信、保存、保存して配
信ボタン
プレイリスト編集ウィンドウ
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プレイリスト編集ウィンドウでは、動画や静止画のサムネ
イル画像と共に下記のアイコンが使用されます。

すでにあるプレイリストを編集する場合は、編集するプレ
イリストをマイコレクションフォルダー画面で選択します。
プレイリストの編集中は、プレイリストに追加するコンテ
ンツをマイコレクションフォルダー画面で選択します。

◆ マイコレクションフォルダー画面については、「マイコレクショ
ンフォルダー画面」 （24 ページ）もあわせてご覧ください。

コンテンツ確認画面
コンテンツ確認画面には、プレイリスト上の選択されたポ
イントを再生したときのコンテンツが表示されます。指定
されている動画／静止画がどのように表示されるかを、こ
こで確認することができます。

コンテンツ確認画面には、次の図のような項目があります。

a 動画または静止画表示
プレイリスト上で選択されているポイントに指定されてい
る動画または静止画コンテンツが表示されます。

b 横画面／縦画面切り換えボタン
画面の向きを切り換えます。

プレイリスト設定画面
プレイリスト設定画面では、プレイリスト編集画面に表示
されているプレイリストに対して、下記の設定を行います。

静止画切替効果
プレイリスト上で隣り合っている静止画の切り換え時に使
用するエフェクトを選択します。
ドロップダウンリストボックスから希望のオプションを選
択してください。

切替速度
静止画切替効果ドロップダウンリストボックスでエフェク
トを選択した場合の切り換え速度を選択します。

「速い」または「遅い」のどちらかのオプションを選択して
ください。

静止画再生時間の規定値
静止画の再生時間の規定値を設定します。静止画をドラッ
グ & ドロップ操作でプレイリストに追加したときに設定さ
れる再生時間です。
ドロップダウンリストボックスで希望の時間（HH:MM:SS）
を指定してください。

ボタン 説明

ツリー上でひとつ上のレベルに移動します。

選択されているフォルダー内に新しいフォルダーを作成
します。

選択されているコンテンツやプレイリスト、フォルダー
を移動するための移動ウィンドウを表示します。

選択されているコンテンツやプレイリスト、フォルダー
を削除します。

選択されているコンテンツやプレイリストのプロパティ
を表示します。

選択されているプレイリストをプレイリスト編集画面に
表示します。

サムネイル表示を選択します。

詳細表示を選択します。

アイコン 説明

動画コンテンツ（サムネイル画像が取得できない場合に
使用されます）

BGM コンテンツ

プレイリスト

1動画または静止画表示

2横画面／縦画面切り換えボタン
プレイリスト編集ウィンドウ 33



34

　
第
4
章
　
プ
レ
イ
リ
ス
ト
編
集

プレイリスト編集画面
プレイリスト編集画面には、編集中のプレイリストが表示
されます。この画面で再生順にコンテンツを追加すること
で、プレイリストの作成、編集を行います。
すでにあるプレイリストを編集している場合は、選択され
たプレイリストのファイル名が画面のタイトルバーに表示
されます。

プレイリスト編集画面は、次の図のような 4 つの部分で構
成されています。

a ツールバー
プレイリスト編集の機能に対応した下記のボタンが用意さ
れています。

b 音声制御
BGM と音声付きの動画が同時に再生される場合に、どちら
の音声を出力するかを選択します。

c 再生時間
プレイリスト全体の再生時間を次のどちらに合わせるかを
選択します。
• 動画＆静止画：動画と静止画の再生時間の合計
• BGM：BGM の再生時間の合計

［動画 & 静止画］を選択した場合、［BGM をリピートする］
をチェックすると、BGM を繰り返し再生します。

d プレイリスト
編集中のプレイリストが表示されます。
プレイリストは再生順に左から右にコンテンツを並べたも
のです。プレーヤーでは動画または静止画と同時に BGM
を再生できるため、プレイリストには動画･静止画用と

BGM 用の 2 つの列が用意されています。動画および静止画
のコンテンツはサムネイル画像（サムネイル画像が取得で
きない場合はアイコン）で表され、再生時間が表示されま
す。BGM コンテンツはアイコンで表され、ファイル名が表
示されます。
時間の欄には、プレイリストの先頭を 00:00:00 としたとき
の個々のコンテンツの開始時間が表示されます。

プレイリストの作成は、コンテンツをマイコレクション
フォルダー画面からドラッグし、プレイリスト上にドロッ
プすることで行います。

◆ プレイリストの作成、編集について詳しくは、「プレイリストを
作成･編集する」 （35 ページ）をご覧ください。

プレイリスト上のコンテンツに対して操作を行うには、ド
ラッグ＆ドロップ操作を使用するか、コンテンツを選択し
てからツールバーのボタンを使用してください。

• プレイリストはコンテンツを再生する順序を示したもの
です。コンテンツの再生時間が 10 秒の場合も 30 分の場
合も、プレイリスト上では同じ幅で表示されますので、
ご注意ください。

• プレイリスト上のコンテンツに「No File」という表示が
ある場合は、該当するコンテンツが見つからないことを
意味しています。これは、プレイリストで使用している
コンテンツをマネジメントソフトウェアから削除してし
まった場合に起こります。このようなプレイリストは配
信できません。

保存してデフォルトコンテンツとして配信、
保存、保存して配信ボタン
プレイリスト編集ウィンドウの下部には、表示されている
プレイリストを保存するためのボタンが用意されています。

保存してデフォルトコンテンツとして配信ボタン
プレイリスト編集画面に表示されているプレイリストがま
だ保存されていない場合は、保存ボタンをクリックしたと
きと同様にプレイリストの保存ウィンドウを表示します。

◆ プレイリストの保存ウィンドウについては、「保存ボタン」（次
項）の説明をご覧ください。

プレイリストが保存され、プレーヤーにデフォルトコンテ
ンツとして配信されます。デフォルトコンテンツは、スケ
ジュール開始時刻（DisplayON.xml コマンドが設定されて
いる時刻）とスケジュール終了時刻（DisplayStandby.xml
コマンドが設定されている時刻）の間で、他のプレイリス
トが設定されていない時間に再生されます。

ボタン 説明

表示されているプレイリストをクリアして、新しいプレ
イリストの作成を開始します。

選択されているコンテンツをプレイリストから削除しま
す。

選択されている動画または静止画の再生時間を変更する
ために、再生時間の設定ウィンドウを開きます。

1ツールバー

4プレイリスト

2音声制御

3再生時間

ご注意
プレイリスト編集ウィンドウ
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◆ スケジュールの作成、編集について詳しくは、「スケジュールを
作成･編集する」 （45 ページ）をご覧ください。

保存ボタン
プレイリストの保存ウィンドウを表示します。
新しくプレイリストを作成した場合や、編集したプレイリ
ストを別のファイルとして保存する場合は、ファイルの保
存場所とファイル名を指定して、［OK］をクリックしてく
ださい。ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しな
い）までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。
既存のプレイリストファイルを上書き保存する場合は、プ
レイリストの保存ウィンドウにファイルの保存場所とファ
イル名が表示されているので、そのまま［OK］をクリック
してください。
どちらの場合でも、既存のファイルを上書きすることにな
る場合には、確認のメッセージが表示されます。

上書き保存したプレイリストを配信済みのスケジュールに
反映させたい場合は、該当するプレイリストを含むスケ
ジュールを再配信してください。

◆ 編集したプレイリストを保存する方法について詳しくは、「編集
したプレイリストを保存する」 （37 ページ）をご覧ください。

保存して配信ボタン
プレイリスト編集画面に表示されているプレイリストがま
だ保存されていない場合は、保存ボタンをクリックしたと
きと同様にプレイリストの保存ウィンドウを表示します。

◆ プレイリストの保存ウィンドウについては、「保存ボタン」（上
記）の説明をご覧ください。

プレイリストが保存されると、簡単スケジュール再生ウィ
ンドウが表示されます。簡単スケジュール再生ウィンドウ
では、プレイリストを使用するスケジュールの情報を指定
し、プレーヤーへの配信を行います。

◆ スケジュールの情報を指定する方法について詳しくは、「プレイ
リストにスケジュール情報を添付する」 （38 ページ）をご覧く
ださい。

プレイリストを作成･編集
する

「プレイリスト」は、プレーヤーで再生するコンテンツ（動
画、静止画、BGM）を再生順に指定したリストです。プ
レーヤーは、プレイリストに従って、動画や静止画、BGM
を再生します。

プレーヤーのスクリーンには下図のように 2 つのレイヤー
（表示層）があり、BGM などに利用されるオーディオと機
器制御を除いたコンテンツは、それぞれ決められたレイ
ヤー上に表示されます。

図のかっこ内の数字は、重ね合わせの順番を示しています。

プレイリストやテロップを再生する日時は、スケジュール
で指定します。

◆ スケジュールについて詳しくは、「スケジュールを作成･編集す
る」 （45 ページ）をご覧ください。

実際には、プレーヤーにはもうひとつ表示レイヤーがあり
ます。割り込みレイヤーです。割り込みレイヤーは他の 2
つのレイヤーの手前にあり、割り込み再生の時にだけ使用
されます。

◆ 割り込みレイヤーについて詳しくは、「割り込み再生を行う」 
（55 ページ）をご覧ください。

プレイリストの作成・編集は、次の順序で行います。

• プレイリストを開く
• コンテンツを追加する
• その他の編集を行う

ご注意

ご注意

テロップ（2）

動画または静止画（1）
プレイリストを作成･編集する 35
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• 編集したプレイリストを保存する

プレイリストを開く

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

プレイリスト編集ウィンドウが表示されます。この
ウィンドウは、マイコレクションフォルダー画面、コ
ンテンツ確認画面、プレイリスト設定画面、プレイリ
スト編集画面で構成されています。

2 新しいプレイリストを作成するには、プレイリスト編
集画面のツールバーで  ボタンをクリックする。

すでにあるプレイリストを編集するには、マイコレク
ションフォルダー画面で希望のプレイリストを選択し、
ツールバーの  ボタンをクリックする。

空白のプレイリストまたは選択したプレイリストがプ
レイリスト編集画面に表示されます。
プレイリスト編集画面に別のプレイリストが表示され
ており、そのプレイリストが保存されていなかった場
合は、新しいプレイリストが表示される前に、そのプ
レイリストを保存するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。
必要に応じてプレイリストを保存してください。

3 プレイリスト設定画面の設定項目を確認し、必要な場
合は変更する。

◆ プレイリスト設定画面の設定項目について詳しくは、「プ
レイリスト設定画面」 （33 ページ）をご覧ください。

コンテンツを追加する

1 再生したいコンテンツをマイコレクションフォルダー
画面で選択し、ドラッグ & ドロップ操作でプレイリス
トに追加する。

コンテンツをプレイリストの最後に追加する場合は、
プレイリスト上の最後のコンテンツの後にあるスペー
スにドロップします。
この場合は、手順 2 はスキップしてください。

プレイリスト上のコンテンツを別のコンテンツに置き
換える場合は、置き換えるコンテンツの上にドロップ
します。

コンテンツをプレイリストの途中に挿入する場合は、
挿入したい場所にドロップします。新しいコンテンツ
は、ドロップした場所にあるコンテンツの後に挿入さ
れます。
これらの場合は、コンテンツの置き換えを行うかどう
かを確認するメッセージが表示されます。

2 置き換えを行う場合は［置き換え］を、ドロップした
コンテンツの後に挿入する場合は［挿入］をクリック
する。

追加されたコンテンツがプレイリスト上に表示されま
す。

3 必要に応じて、再生する音声の選択および再生時間の
変更を行う。

◆ 再生する音声の選択、再生時間の変更、およびその他のプ
レイリスト編集について詳しくは、「その他の編集を行う」 

（37 ページ）をご覧ください。

4 手順 1 から 3 を繰り返して、さらにコンテンツを追加す
る。
プレイリストを作成･編集する
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その他の編集を行う

再生する音声を選択する
BGM と音声付きの動画をプレイリストの同じ時間に追加し
た場合は、プレイリストで動画を選択し、音声制御で再生
する音声を選択します。BGM を選択した場合は、BGM コ
ンテンツと同時に再生される動画の音声は再生されません。

コンテンツの再生時間を変更する
動画または静止画の場合、プレイリスト上で希望のコンテ
ンツを選択し、プレイリスト編集画面のツールバーにある 

 ボタンをクリックすると、再生時間の設定ウィンドウ
が表示されます。
ここで再生時間ドロップダウンリストボックスを使用して
希望の再生時間（HH:MM:SS）を指定し、［OK］をクリッ
クしてください。

動画の再生時間を実際のコンテンツの長さより短くすると、
残りの部分はカットされます。実際のコンテンツの長さよ
り長くすると、最後のフレームのフリーズ画像が、延ばし
た時間分だけ表示されます。
また、動画コンテンツの再生時間の 1 秒未満の端数は切り
上げられます。

BGMの場合、再生時間を実際のコンテンツの長さより短
くすると残りの部分は再生されません。また実際のコンテ
ンツの長さより長くすると、長くした分 BGM を繰り返し
再生します。

• プレイリスト上で動画の再生時間を変更した場合、変更
は、そのプレイリストの再生時のみに適用されます。動
画コンテンツそのものの再生時間に影響はありません。

• 再生時間がファイルから取得できなかった動画コンテン
ツをプレイリストに追加すると、再生時間のデフォルト
値（10 秒）が設定されます。

「動画の再生時間を設定するには」 （28 ページ）に従っ
て、動画コンテンツに再生時間を設定してください。

プレイリストからコンテンツを削除する
プレイリスト上で削除したいコンテンツを選択し、プレイ
リスト編集画面のツールバーにある  ボタンをクリック
します。
コンテンツを削除した場合、そのコンテンツより後のコン
テンツがすべて前に移動します。削除したところに空きス
ペースはできません。

プレイリスト上でコンテンツを移動する
移動するコンテンツをプレイリスト上で選択し、ドラッグ
＆ドロップ操作で希望の場所に移動します。
別のコンテンツ上にドロップした場合は、移動したコンテ
ンツへの置き換えを実行するかどうかのメッセージが表示
されます。
そのコンテンツを置き換える場合は［置き換え］をクリッ
クします。そのコンテンツの次に挿入する場合は、［挿入］
をクリックします。

編集したプレイリストを保存する

1 ウィンドウの一番下にある［保存］をクリックする。

プレイリストの保存ウィンドウが表示されます。以前
に保存したことがあるプレイリストの場合、プレイリ
ストの保存ウィンドウに保存場所とファイル名が表示
されています。

2 プレイリストのファイルを上書きする場合、プレイリ
ストの保存ウィンドウで［OK］をクリックする。

新しく作成したプレイリストを保存する場合、および
編集したプレイリストを別のファイルとして保存する
場合、プレイリストの保存ウィンドウで、ファイルを
保存する場所とファイル名を指定して、［OK］をク
リックする。

ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）
までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。

ファイルを上書きする場合、または指定したフォル
ダーに同じファイル名のプレイリストがある場合は、
確認のメッセージが表示されます。

3 ファイルを上書きして保存するには、［OK］をクリッ
クする。

複数のプレイリストやテロップ、機器制御コマンドを組み
合わせる必要がなく、単一のプレイリストを繰り返し再生
する場合は、作成したプレイリストにスケジュール情報を
添付して、プレイリスト編集ウィンドウからプレーヤーに
配信することができます。

◆ 詳しくは「プレイリストにスケジュール情報を添付して配信す
る」（次項）をご覧ください。

ご注意

ヒント
プレイリストを作成･編集する 37
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プレイリストにスケ
ジュール情報を添付して
配信する

単一のプレイリストを繰り返して再生を行う場合は、次の
手順でプレイリストにスケジュール情報を添付し、プレー
ヤーに配信することができます。

• プレイリストにスケジュール情報を添付する
• プレイリストをネットワーク経由で配信する
• USB メモリーを使用して配信する

• 配信の際は、プレーヤーの時刻およびタイムゾーンが正
しく設定されていることをご確認ください。

• 割り込み再生中のプレーヤーに配信を行うと、再生画面
が乱れる場合があります。

プレイリストにスケジュール情報を添
付する

1 プレイリスト編集画面でプレイリストを作成した後、
ウィンドウの一番下にある［保存してデフォルトコン
テンツとして配信］または［保存して配信］をクリッ
クする。

プレイリストの保存ウィンドウが表示されます。

2 プレイリストの保存ウィンドウで、ファイルを保存す
る場所とファイル名を指定して、［OK］をクリックす
る。

ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）
までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。

◆ プレイリストの保存について詳しくは、「編集したプレイ
リストを保存する」 （37 ページ）をご覧ください。

プレイリストが保存され、簡単スケジュール再生ウィ
ンドウが表示されます。

3 プレイリストの配信先のプレーヤーを指定する。
プレーヤードロップダウンリストボックスで、「すべ
て」または個別のプレーヤーを選択してください。

手順 1 で［保存してデフォルトコンテンツとして配信］
を選択した場合は、以降の操作は不要です。

4 時間ドロップダウンリストボックスで、プレイリスト
の再生を行う時間帯を指定する。
プレイリストは、指定した開始時間から終了時間まで
の間、繰り返し再生されます。

5 期間の開始日と停止日ドロップダウンリストボックス
を使用して、プレイリストの再生を行う期間を指定す
る。
ドロップダウンリストボックスのボタンをクリックす
ると、カレンダーが表示されます。このカレンダー上
でクリックした日付がドロップダウンリストボックス
に指定されます。

6 曜日チェックボックスで、プレイリストの再生を行う
曜日を指定する。
例えば、指定した期間の土曜日にだけ再生を行う場合
は、「土」のチェックボックスにだけチェックマークを
つけます。

7 カレンダー色ドロップダウンリストボックスで希望の
色を選択する。
この色は、スケジュール編集ウィンドウのカレンダー
でスケジュールが指定されている日を示すために使用
されます。

◆ スケジュール編集ウィンドウについて詳しくは、「スケ
ジュール編集ウィンドウ」 （40 ページ）をご覧ください。

ご注意
プレイリストにスケジュール情報を添付して配信する
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ネットワーク経由でプレイリストを配
信する

1 プレイリストにスケジュール情報を添付した後、簡単
スケジュール再生ウィンドウで［ネットワーク配信］
をクリックする。

プレイリストに指定したスケジュール情報が添付され、
そのプレイリストの再生を行うプレーヤーに配信され
ます。
ネットワーク配信状況ウィンドウが開き、配信の進行
状況が表示されます。

2 配信が終了したら、ネットワーク配信状況ウィンドウ
の［閉じる］をクリックしてウィンドウを閉じる。

USBメモリーを使用してプレイリス
トを配信する

1 プレイリストにスケジュール情報を添付した後、コン
ピューターの USB ポートに USB メモリーを接続し、
簡単スケジュール再生ウィンドウで［USB エクスポー
ト］をクリックする。

USB エクスポートウィンドウが表示されます。

2 プレイリストファイルのエクスポート先を指定する。

3 プレイリストをプレーヤーにコピーする際、プレー
ヤーに保存されているコンテンツをすべて削除したい
場合は、「エクスポートするコンテンツをプレーヤーに
コピーする前に、プレーヤー内のすべてのコンテンツ
を削除する」にチェックマークを付ける。

チェックマークをつけると、USB メモリーをプレー
ヤーに接続したときに、プレーヤーに保存されていた
コンテンツがすべて削除されます。この操作を行うこ
とで、不要になったコンテンツでプレーヤーのスト
レージがいっぱいになることを防ぐことができます。

4 USB エクスポートウィンドウで、［OK］をクリックす
る。

エクスポートが開始されます。USB エクスポートウィ
ンドウが閉じ、代わりにエクスポート状況ウィンドウ
が表示されます。ここで、必要な場合に作業を中止す
ることができます。

5 USB メモリーへのエクスポートが完了したら、USB メ
モリーをコンピューターから取り外し、配信先のプ
レーヤーの USB ポートに接続する。

プレイリスト、使用されるコンテンツおよびシステム
／プレーヤーの設定値がプレーヤーにコピーされます。
手順 3 で「エクスポートするコンテンツをプレーヤー
にコピーする前に、プレーヤー内のすべてのコンテン
ツを削除する」にチェックマークを付けた場合は、新
しいデータがプレーヤーにコピーされる前に、古いコ
ンテンツが削除されます。

プレイリストを再生するプレーヤーとして、「すべて」
を選択した場合は、USB メモリーを順番に各プレー
ヤーに接続して、プレイリストとコンテンツ、設定値
をコピーしてください。

USB メモリーは、プレーヤーの電源がオン（スタンバ
イインジケーターが緑色に点灯）になっているときに
接続してください。

ご注意
プレイリストにスケジュール情報を添付して配信する 39
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40
スケジュール編集
スケジュール編集ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、スケジュール編集ウィンドウに切り換わります。
ここでは、プレイリストやテロップコンテンツ、機器制御
コマンドをタイムテーブル上の希望の時間帯に指定するこ
とで、スケジュールの作成・編集を行います。

次の画像は、スケジュール編集ウィンドウの例を示してい
ます。スケジュール編集ウィンドウは、マイコレクション
フォルダー画面とスケジュール編集画面で構成されていま
す。

 

マイコレクションフォルダー画面
スケジュール編集ウィンドウのマイコレクションフォル
ダー画面は、コンテンツ登録ウィンドウのマイコレクショ
ンフォルダー画面と似ています。
ただし、スケジュール編集ウィンドウの場合は、すでに作
成されたスケジュールと、スケジュール作成に使用される

プレイリスト、テロップコンテンツ、機器制御コマンドだ
けが表示され、他の種類のコンテンツは表示されません。

スケジュール編集ウィンドウでは、マイコレクションフォ
ルダー画面のツールバーに次のボタンがあります。

スケジュール編集画面

マイコレクションフォルダー画面

保存ボタン
スケジュール編集ウィンドウ



　
第
5
章
　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
編
集

スケジュール編集ウィンドウのマイコレクションフォル
ダー画面では、下記のアイコンが使用されます。

すでにあるスケジュールを編集する場合は、編集するスケ
ジュールをマイコレクションフォルダー画面で選択します。
スケジュールの編集中は、スケジュールに追加するプレイ
リストやテロップコンテンツ、機器制御コマンドをマイコ
レクションフォルダー画面で選択します。

マイコレクションフォルダー画面には、次の機器制御コマ
ンドが用意されています。

ソニー製パブリックディスプレイ、液晶テレビBRAVIA共通コマンド：

1) スケジュールで DisplayStandby.xml コマンドと DisplayOn.xml
コマンドを続けて配置する場合は、間隔を 7 分以上空けてくだ
さい。

ソニー製パブリックディスプレイ用コマンド：

液晶テレビBRAVIA 用コマンド：

◆ マイコレクションフォルダー画面については、「マイコレクショ
ンフォルダー画面」 （24 ページ）もあわせてご覧ください。

ボタン 説明

ツリー上でひとつ上のレベルに移動します。

選択されているフォルダー内に新しいフォルダーを作成
します。

選択されているコンテンツやプレイリスト、スケジュー
ル、フォルダーを移動するための移動ウィンドウを表示
します。

選択されているコンテンツやプレイリスト、スケジュー
ル、フォルダーを削除します。

選択されているコンテンツやプレイリスト、スケジュー
ルのプロパティを表示します。

選択されているスケジュールをスケジュール編集画面に
表示します。

サムネイル表示を選択します。

詳細表示を選択します。

アイコン 説明

プレイリスト

スケジュール

テロップコンテンツ

機器制御コマンド

ファイル名 内容

DisplayOn.xml1) ディスプレイをオンにします。
スケジュールで設定された時刻の約 5
分前に起動処理を開始します。

DisplayStandby.xml1) ディスプレイをスタンバイにします。
スケジュールで設定された時刻の約 1
分後にスタンバイ処理を開始します。

Volume_nn.xml ボリュームを nn（数値）にします。

Volume_Mute.xml ボリュームを無音にします。

Volume_Unmute.xml 無音状態を解除します。

ファイル名 内容

FWD-INPUT-HDMI.xml インプットを HDMI にします。

FWD-INPUT-DVI.xml インプットを DVI にします。

FWD-INPUT-
HD15(RGB).xml

インプットを HD15 (RGB) にします。

FWD-INPUT-
HD15(COMPONENT).xml

インプットを HD15 (COMPONENT)
にします。

FWD-INPUT-VIDEO.xml インプットを VIDEO にします。

FWD-INPUT-SVIDEO.xml インプットを SVIDEO にします。

FWD-INPUT-
OPTION(RGB).xml

インプットを OPTION (RGB) にしま
す。

FWD-INPUT-
OPTION(COMPONENT).xml

インプットを OPTION 
(COMPONENT) にします。

FWD-INPUT-
OPTION(SDI).xml

インプットを OPTION (SDI) にしま
す。

FWD-INPUT-
OPTION(HDMI1).xml

インプットを OPTION (HDMI1) にし
ます。

FWD-INPUT-
OPTION(HDMI2).xml

インプットを OPTION (HDMI2) にし
ます。

ファイル名 内容

BRAVIA-INPUT-TV.xml インプットを TV にします。

BRAVIA-INPUT-
VIDEO1.xml

インプットを VIDEO1 にします。

BRAVIA-INPUT-
VIDEO2.xml

インプットを VIDEO2 にします。

BRAVIA-INPUT-
VIDEO3.xml

インプットを VIDEO3 にします。

BRAVIA-INPUT-
COMPONENT1.xml

インプットを COMPONENT1 にしま
す。

BRAVIA-INPUT-
COMPONENT2.xml

インプットを COMPONENT2 にしま
す。

BRAVIA-INPUT-
COMPONENT3.xml

インプットを COMPONENT3 にしま
す。

BRAVIA-INPUT-HDMI1.xml インプットを HDMI1 にします。

BRAVIA-INPUT-HDMI2.xml インプットを HDMI2 にします。

BRAVIA-INPUT-HDMI3.xml インプットを HDMI3 にします。

BRAVIA-INPUT-HDMI4.xml インプットを HDMI4 にします。

BRAVIA-INPUT-HDMI5.xml インプットを HDMI5 にします。

BRAVIA-INPUT-PC.xml インプットを PC にします。

BRAVIA-INPUT-
DMPORT.xml

インプットを DMPORT にします。

BRAVIA-INPUT-SHARED-
INPUT1.xml

インプットを SHARED-INPUT1 にし
ます。
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スケジュール編集画面
スケジュール編集画面には、編集中のスケジュールが表示
されます。この画面で、プレイリストやテロップコンテン
ツ、機器制御コマンドをタイムテーブル上の希望の時間帯
に指定することで、スケジュールの作成、編集を行います。
すでにあるスケジュールを編集している場合は、選択され
たスケジュールのファイル名が、画面のタイトルバーに表
示されます。

マネジメントソフトウェアは、スケジュールをプレーヤー
ごとに管理しています。スケジュールを作成する際には、
スケジュール編集画面のプレーヤードロップダウンリスト
ボックスで、作成するスケジュールを使用するプレーヤー

（すべてのプレーヤーで使用する場合は「すべて」）を指定
してください。

スケジュール編集画面は、次の図のような 5 つの部分で構
成されています。

a ツールバー
スケジュール編集の機能に対応した下記のボタンが用意さ
れています。

b 時間単位ボタン
表示されているタイムテーブルの時間単位（セル）を、そ
れぞれ 1 時間、15 分、1 分に切り換えます。

c タイムテーブル
プレイリストやテロップコンテンツ、機器制御コマンドを
再生または実行する時間を指定したリストが表示されます。
時間の欄には、24 時制で 1 日分の時間が表示されていま
す。タイムテーブルの 1 日は、マネジメントソフトウェア
を最初に起動したときに表示される簡単設定ウィザードで
指定した「スケジュール起点時刻」から 24 時間後までとな
ります。

プレイリストおよびテロップの欄には、再生を行うプレイ
リストとテロップコンテンツが設定できます。
機器制御欄には、プレーヤーで実行する機器制御コマンド
が設定できます。機器制御コマンドは、ディスプレイの電
源のオン／スタンバイを切り換えたり、音量を調節するな
ど、プレーヤーやディスプレイを制御するためのコマンド
で、あらかじめマネジメントソフトウェアに登録されてい
ます。

◆ その他、タイムテーブルに表示されるマークやボタンについて
詳しくは、「タイムテーブルで使用される表示やボタン」 （44
ページ）をご覧ください。

スケジュールは、希望のプレイリスト、テロップコンテン
ツ、機器制御コマンドなどのアイテムをマイコレクション
フォルダー画面からタイムテーブル上にドラッグ & ドロッ
プして作成します。各アイテムは、ドロップした場所の時
間欄に表示されている時間に、プレーヤー上で再生または
実行されます。

◆ スケジュールの作成、編集について詳しくは、「スケジュールを
作成･編集する」 （45 ページ）をご覧ください。

• マネジメントソフトウェアは、「スケジュール起点時刻」
からの 24 時間をスケジュール上の一日とし、一日単位で
スケジュールを管理します。このスケジュール起点時刻
をまたいでコンテンツを再生するスケジュールを作成す
ることはできません。

• タイムテーブル上のプレイリストまたはテロップコンテ
ンツに「No File」という表示がある場合は、該当するア
イテムが見つからないことを意味しています。
これは、使用しているプレイリストやテロップコンテン
ツをマネジメントソフトウェアから削除してしまった場

ボタン 説明

表示されているスケジュールをクリアして、新しいスケ
ジュールの作成を開始します。

5カレンダー4スケジュール情報

1ツールバー 2時間単位ボタン

3タイムテーブル
時間欄 プレイリスト欄

テロップ欄

機器制御欄

セル

選択されているプレイリストやコンテンツ、機器制御コ
マンドをタイムテーブルから削除します。

ご注意

ボタン 説明
スケジュール編集ウィンドウ
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合に起こります。このようなスケジュールは配信できま
せん。

• スケジュール中にプレーヤーが何も再生しない（アイド
ル状態）時間帯がある場合、直前に再生していたコンテ
ンツの終了時の画像が表示されたままになります。これ
を避けるには、デフォルトコンテンツを登録する （34
ページ）か、またはプレイリストの終了時刻とスタンバ
イ時刻が一致するようにスケジュールを作成してくださ
い。

d スケジュール情報
再生に関する次のような情報が表示されます。また、ここ
で指定を変更することもできます。

e カレンダー
表示されている月の各日にスケジュールが作成されている
かどうかを表示します。また、使用される予定のスケ
ジュールを色で示します。
プレーヤードロップダウンリストボックスでプレーヤーを
選択すると、選択したプレーヤーに応じたカレンダー表示
に切り換わります。

例えば、「すべて」（すべてのプレーヤー）を選択した場合
は、すべてのプレーヤー用のスケジュールが作成されてい
る日が、それぞれの指定した色で表示されます。「すべて」
ではなく個別のプレーヤー用にスケジュールが作成されて
いる日は、グレーに白い枠で示されます。

同様に、プレーヤーのいずれかを選択した場合は、「すべ
て」のプレーヤー用にスケジュールが作成されている日が
グレーに白い枠で示されます。

• カレンダー表示はスケジュールの保存時に更新されます。
スケジュール情報エリアの変更は、スケジュールを保存
するまで、カレンダーに反映されません。

•「スケジュール起点時刻」が 00:00 ではない場合、スケ
ジュールデータの日付は起点時刻によって決まります。
例えば、「スケジュール起点時刻」が 23:00 だとすると、
タイムテーブルは 23:00 から翌日の 23:00 までになりま
す。この場合、スケジュールに指定されているアイテム
のほとんどは翌日に再生されることになりますが、カレ
ンダー上のスケジュールデータの日付は、起点時刻の日
になります。

カレンダーの  ボタンや  ボタンをクリックすると、
それぞれ前月および次月の表示に切り換わります。

 ボタンをクリックすると、カレンダーウィンドウが開
き、大きなカレンダーが表示されます。

 ボタンをクリックすると、カレンダー表示全体が更新
されます。マイコレクションフォルダー画面でスケジュー
ルを削除した場合は、このボタンをクリックしてカレン
ダー表示を更新してください。

保存ボタン
スケジュールの保存ウィンドウを表示します。
新しくスケジュールを作成した場合や、編集したスケ
ジュールを別のファイルとして保存する場合は、ファイル
の保存場所とファイル名を指定して、［OK］をクリックし
てください。ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別

項目 説明

プレーヤー名 表示されているスケジュールの配信先のプレーヤー
を指定します。
ドロップダウンリストから、個別のプレーヤーまた
は「すべて」を選択します。

期間 スケジュールを使用する期間を指定します。
ドロップダウンリストボタンをクリックすると、カ
レンダーが表示されます。そのカレンダー上の日付
をクリックすることで、日付を指定できます。

曜日 スケジュールを使用する曜日を指定します。

カレンダー色 右側に表示されているカレンダーで使用する色を選
択します。カレンダー上の各スケジュールは、ここ
で選択した色で表示されます。

ご注意

「すべて」のプレーヤー用のス
ケジュールは作成されていない
が、個別のプレーヤー用のスケ
ジュールが作成されている日
（白枠）

「すべて」のプレーヤー用
の別のスケジュールが作
成されている日（水色）

「すべて」のプレーヤー用のスケ
ジュールが作成されていない日
（グレー）

「すべて」が選択されている場合

「すべて」のプレーヤー用のス
ケジュールが作成されている日
（オレンジ色）
スケジュール編集ウィンドウ 43
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しない）までの ASCII コード文字または日本語を使用でき
ます。
既存のスケジュールファイルを上書き保存する場合は、ス
ケジュールの保存ウィンドウにファイルの保存場所とファ
イル名が表示されているので、そのまま［OK］をクリック
してください。
どちらの場合も、既存のファイルを上書きすることになる
場合には、確認のメッセージが表示されます。

◆ 編集したスケジュールを保存する方法について詳しくは、「編
集したスケジュールを保存する」 （47 ページ）をご覧ください。

タイムテーブルで使用される表示やボ
タン
タイムテーブル上のプレイリストなどのアイテムは、選択
されている時間単位とアイテムの再生時間との関係によっ
て、異なって表示されます。

上図は、タイムテーブル上のアイテムの基本的な表示例で
す。アイテムの再生開始および終了時刻がセルの区切りと
合致している場合に、このような表示になります。
ユーザーガイドでは、タイムテーブルの時間単位の 1 コマ
を「セル」と呼びます。セルの長さは、選択されている時
間単位ボタンによって変化します。

a ファイル名
プレイリストやテロップコンテンツ、機器制御コマンドの
ファイル名を表示します。

b 開始時刻･再生時間設定ボタン
開始時刻･再生時間設定ウィンドウを開きます。
このウィンドウで、該当するアイテムの開始時刻や再生時
間を変更します。

c ハンドル
ドラッグ＆ドロップ操作でアイテムの終了時刻（および再
生時間）を変更するために使用します。

変更する場合は、ハンドルをクリックし、そのままマウス
をドラッグしてください。

タイムテーブル上のアイテムの表示例

タイムテーブル上のアイテムには上図のマークが表示され
ている場合があります。これは、ひとつのセルに複数のア
イテムが含まれていることを意味しています。
15 分または 1 分の時間単位ボタンを選択すると、表示され
ていなかったアイテムが表示されるようになります。

長さが 1 分未満のアイテムが複数ある場合は、1 分の時間
単位ボタンを選択しても上図のマークが表示されたままに
なることがあります。この場合、マークをクリックすると、
その中に含まれるアイテムを選択するメニューが表示され
ます。

1ファイル名 2開始時刻･再生時間設定ボタン

3ハンドル
（機器制御アイテムには
表示されません）

ファイル名 複数のアイテムが含まれてい
ることを示しています

時間単位 : 1 時間 時間単位 : 15 分
スケジュール編集ウィンドウ
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スケジュールを作成･編集
する

マイコレクションフォルダー画面に表示されているプレイ
リストやテロップコンテンツ、機器制御コマンドを組み合
わせて、再生スケジュールを作成することができます。

スケジュールの作成・編集は、次の順序で行います。

• スケジュールを開く
• プレイリストやテロップコンテンツ、機器制御コマ

ンドを追加する
• その他の編集を行う
• スケジュール情報を指定する
• 編集したスケジュールを保存する

スケジュールを開く

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

スケジュール編集ウィンドウに切り換わります。スケ
ジュール編集ウィンドウは、マイコレクションフォル
ダー画面とスケジュール編集画面で構成されています。

2 新しいスケジュールを作成するには、スケジュール編
集画面のツールバーで  ボタンをクリックする。

すでにあるスケジュールを編集するには、マイコレク
ションフォルダー画面で希望のスケジュールを選択し、
ツールバーの  ボタンをクリックする。

または、希望のスケジュールをマイコレクションフォ
ルダー画面でダブルクリックする。

空白のスケジュールまたは選択したスケジュールがス
ケジュール編集画面に表示されます。
スケジュール編集画面に表示されているスケジュール
が保存されていなかった場合は、新しいスケジュール
が表示される前に、そのスケジュールを保存するかど
うかを確認するメッセージが表示されます。
必要に応じてスケジュールを保存してください。

プレイリストやテロップコンテンツ、
機器制御コマンドを追加する

1 必要に応じて、1 時間、15 分、1 分の時間単位ボタンを
使用し、タイムテーブルの各セルを希望の長さにする。
時間単位ボタンは、スケジュール編集画面の右上隅に
あります。

2 マイコレクションフォルダー画面で希望のプレイリス
ト、テロップコンテンツ、または機器制御コマンドを
選択し、ドラッグ & ドロップ操作でタイムテーブルの
希望の時間帯のセルに追加する。

ドロップしたアイテムがタイムテーブルに表示されま
す。

プレイリストまたはテロップコンテンツを追加した場
合、再生時間はドロップしたセルの長さと同じになり
ます。追加したプレイリストやテロップコンテンツの
長さがセルの長さより短い場合は、繰り返し再生が行
われます。逆にセルの長さより長い場合は、途中で再
生が停止します。

3 必要な場合は、追加したプレイリストやテロップコン
テンツの再生開始時刻や再生時間を変更する。

◆ スケジュールの編集について詳しくは、「その他の編集を
行う」（次項）をご覧ください。

4 手順 1 から 3 を繰り返して、さらにプレイリストなどを
追加する。

• 本機が再生できるコンテンツの最短時間は 10 秒です。ス
ケジュールにプレイリストを追加した結果、プレイリス
トの最後に再生されるコンテンツの再生時間が 10 秒未満
になる場合、そのコンテンツは再生されません。

ご注意
スケジュールを作成･編集する 45
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• 縦スクロールのテロップコンテンツを追加した場合、同
時に再生するコンテンツによっては、スクロール速度が
遅くなる場合があります。

• スケジュールの開始時刻のセルには機器制御コマンドの
DisplayON.xml コマンドを、終了時刻のセルには
DisplayStandby.xml コマンドを必ずドラッグ & ドロップ
して追加してください。

その他の編集を行う

プレイリストやテロップコンテンツの再生
開始時刻や再生時間を変更する
再生開始時刻や再生時間を変更するには、2 通りの方法が
あります。ハンドルを使用する方法と開始時刻･再生時間設
定ウィンドウを使用する方法です。

同じ種類のコンテンツと再生時間が重なるような変更はで
きません。

ハンドルを使用して変更するには

1 1 時間、15 分、1 分のいずれかの時間単位ボタンを選択
し、変更を行うアイテムにハンドルと  ボタンが表
示されるようにする。
時間単位ボタンは、スケジュール編集画面の右上隅に
あります。

2 ハンドルをクリックし、ドラッグ＆ドロップ操作で希
望の再生時間にする。

開始時刻･再生時間設定ウィンドウで変更するには

1 1 時間、15 分、1 分のいずれかの時間単位ボタンを選択
し、変更を行うアイテムにハンドルと  ボタンが表
示されるようにする。
時間単位ボタンは、スケジュール編集画面の右上隅に
あります。

2   ボタンをクリックする。

開始時刻･再生時間設定ウィンドウが表示されます。

3 開始時刻や再生時間を、該当するドロップダウンリス
トボックスで変更する。

停止時刻は、自動的に変更されます。

4 開始時刻･再生時間設定ウィンドウの［OK］をクリッ
クする。

ウィンドウが閉じ、タイムテーブル上のアイテムの時
間が変更されます。

プレイリストやテロップコンテンツ、機器
制御コマンドをスケジュールから削除する
タイムテーブル上で削除するアイテムを選択し、スケ
ジュール編集画面のツールバーにある  ボタンをクリッ
クします。

プレイリストやテロップコンテンツ、機器
制御コマンドを移動する
移動するアイテムをタイムテーブル上で選択し、ドラッグ
＆ドロップ操作で希望の場所に移動します。

• 移動したアイテムの開始時刻は、ドロップ先のセルの開
始時刻と同じになります。例えば、13:00 ～ 14:00 のセル
にドロップしたアイテムの開始時刻は 13:00 となります。

• アイテムの再生時間は移動しても保持されます。
• 同じ種類のコンテンツと再生時間が重なるような移動は

できません。

スケジュール情報を指定する

1 スケジュール編集画面のプレーヤードロップダウンリ
ストボックスで、表示されているスケジュールを使用
するプレーヤーを選択する。
すべてのプレーヤーで使用する場合は、「すべて」を選
択してください。

ご注意

ご注意
スケジュールを作成･編集する
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2 期間の開始日と停止日ドロップダウンリストボックス
を使用して、このスケジュールを使用する期間を指定
する。
ドロップダウンリストボックスのボタンをクリックす
ると、カレンダーが表示されます。このカレンダー上
でクリックした日付がドロップダウンリストボックス
に指定されます。

3 曜日チェックボックスで、このスケジュールを使用し
て再生を行う曜日を指定する。
例えば、指定した期間の土曜日にだけ再生を行う場合
は、「土」のチェックボックスにだけチェックマークを
つけます。

4 カレンダー色ドロップダウンリストボックスで希望の
色を選択する。
この色は、右側のカレンダーでスケジュールが指定さ
れている日を示すために使用されます。

◆ 詳しくは、「カレンダー」 （43 ページ）をご覧ください。

編集したスケジュールを保存する

1 ウィンドウの一番下にある［保存］をクリックする。

スケジュールの保存ウィンドウが表示されます。以前
に保存したことがあるスケジュールの場合、スケ
ジュールの保存ウィンドウに保存場所とファイル名が
表示されています。

2 スケジュールのファイルを上書きする場合、スケ
ジュールの保存ウィンドウで［OK］をクリックする。

新しく作成したスケジュールを保存する場合、および
編集したスケジュールを別のファイルとして保存する
場合、スケジュールの保存ウィンドウで、ファイルを
保存する場所とファイル名を指定して、［OK］をク
リックする。

ファイル名には、25 文字（全角と半角は区別しない）
までの ASCII コード文字または日本語を使用できます。

ファイルを上書きする場合、または指定したフォル
ダーに同じファイル名のスケジュールがある場合は、
確認のメッセージが表示されます。

3 ファイルを上書きして保存するには、［OK］をクリッ
クする。

作成したスケジュールを使用してプレーヤーで再生を行う
には、スケジュールを配信する必要があります。

◆ 配信について詳しくは、「配信」 （48 ページ）をご覧ください。

ご注意
スケジュールを作成･編集する 47
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48
配信
配信ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、配信ウィンドウに切り換わります。このウィンド
ウで、スケジュールをプレーヤーに配信します。
ネットワーク運用を行うプレーヤーには、ネットワーク経
由でスケジュールが配信されます。再生に必要なプレイリ
ストとコンテンツも、同時に自動的に配信されます。
USB メモリー運用のプレーヤーの場合は、スケジュールの
配信は、USB メモリーにスケジュールをエクスポートする
ことによって行います。その後プレーヤーの USB ポートに

USB メモリーを接続すると、エクスポートしたスケジュー
ルがプレーヤーにコピーされます。必要なプレイリストと
コンテンツ、およびシステム／プレーヤーの設定値も、ス
ケジュールとともにコピーされます。

次の画像は、配信ウィンドウの例を示しています。
配信ウィンドウは、スケジュールリスト画面と配信待ちリ
スト画面、プレーヤー状況画面で構成されています。

 

スケジュールリスト画面

配信待ちリスト画面

プレーヤー状況画面
配信ウィンドウ
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スケジュールリスト画面
配信ウィンドウのスケジュールリスト画面には、マネジメ
ントソフトウェアに保存されているスケジュールがすべて
表示されます。
ここで配信するスケジュールを選択します。

スケジュールリスト
マネジメントソフトウェアに保存されているスケジュール
を、配信先のプレーヤーやファイルの保存場所に関わらず、
すべて表示します。
スケジュールリストでは、下記のマークが使用されます。

リスト上のスケジュールは、欄のタイトル部分をクリック
することで並べ替えることができます。例えば、配信先の
プレーヤー順にスケジュールを表示させたい場合は、「プ
レーヤー」をクリックします。

リスト上のスケジュールを削除するには
スケジュール編集ウィンドウのマイコレクションフォル
ダーで削除したいスケジュールを選択し、ツールバーの削
除ボタンをクリックしてください。

追加ボタン
スケジュールリスト画面で選択されているスケジュールを、
配信待ちリスト画面にコピーします。

配信待ちリスト画面
配信するスケジュールを表示します。

配信待ちリスト
ネットワークを使用するシステムの場合は、「ネットワー
ク」と「USB」の 2 つのリストがあります。どちらのリス
トにもこれから配信されるスケジュールが表示されます。
ネットワーク経由で配信されるスケジュールは上部の

「ネットワーク」のリストに、USB メモリーを使用して配
信されるスケジュールは下部の「USB」のリストに表示さ
れます。この 2 つのリストの境界は、ドラッグで移動する
ことができます。

リスト上のスケジュールは、欄のタイトル部分をクリック
することで並べ替えることができます。例えば、配信先の
プレーヤー順にスケジュールを表示させたい場合は、「プ
レーヤー」をクリックします。

ネットワーク配信または USB メモリーへのエクスポートが
完了すると、配信待ちリスト上のスケジュールはクリアさ
れます。

解除、およびすべて解除ボタン
解除ボタンは、配信待ちリスト上で選択されているスケ
ジュールを消去します。
すべて解除ボタンは、配信待ちリスト上のスケジュールを
すべて消去します。
どちらの場合も、スケジュールは配信待ちリストから消去
されるだけで、保存場所のフォルダーには残っています。
スケジュールリスト画面上の表示もそのままです。

ネットワーク配信ボタン
「ネットワーク」の配信待ちリストに登録されているすべて
のスケジュールを、その再生に必要なプレイリストやコン
テンツとともに、配信先のプレーヤーに転送します。

マーク 説明

ネットワーク経由で配信されるスケジュール

USB メモリーを使用して配信されるスケジュール

ネットワークと USB メモリーの両方を使用して配信さ
れるスケジュール

横長の画面で表示されるコンテンツ

縦長の画面で表示されるコンテンツ
配信ウィンドウ 49



50

　
第
6
章
　
配
信

USBエクスポートボタン
USB エクスポートウィンドウを開き、「USB」配信待ちリ
ストに登録されているすべてのスケジュールを、その再生
に必要なプレイリストやコンテンツ、設定値とともに、コ
ンピューターに接続された USB メモリーにエクスポートし
ます。
エクスポートしたスケジュールなどは、その後 USB メモ
リーを配信先のプレーヤーに接続した時に自動的にプレー
ヤーにコピーされます。
各スケジュールには配信先のプレーヤーの情報が含まれて
います。このため、別々のプレーヤーに配信する複数のス
ケジュールをひとつの USB メモリーに一度にエクスポート
し、順番に各プレーヤーにその USB メモリーを接続して、
個別にスケジュールをコピーすることができます。

プレーヤー状況画面
プレーヤー状況画面はネットワーク経由で配信を行ってい
るプレーヤーを対象としています。
更新ボタンをクリックすると、各プレーヤーのストレージ
で使用されている容量、および空き容量がこの画面に表示
されます。

配信ウィンドウが表示された時点では、プレーヤー状況リ
ストにデータは表示されていません。データを表示するに
は、更新ボタンをクリックしてください。

プレーヤー状況リスト
プレーヤーの状態が表示されます。
リスト上のプレーヤーは、欄のタイトル部分をクリックす
ることで並べ替えることができます。例えば、ストレージ
の使用率の順にプレーヤーを表示させたい場合は、「スト
レージ使用率」をクリックします。

更新ボタン
プレーヤー状況リストの表示を更新します。

スケジュールをプレー
ヤーに配信する

スケジュールの作成後、作成したスケジュールをプレー
ヤーに配信します。スケジュールを配信すると、再生に必
要なコンテンツやプレイリストも、同時に自動的に配信さ
れます。
ネットワーク配信は、再生中のスケジュールを止めずにス
ケジュールを配信できます。

• スケジュールは、起点時刻から一日単位でプレーヤーに
登録されます。スケジュールがプレーヤーに登録されて
いる日にスケジュールを配信すると、登録されているス
ケジュールが一日単位で上書きされます。

• スケジュール実行中に当日のスケジュールを配信して上
書きすると、実行中のスケジュールは停止します。

• 配信の際は、プレーヤーの時刻およびタイムゾーンが正
しく設定されていることをご確認ください。

• 再生中のプレーヤーに配信を行った場合、スケジュール
を登録している間はディスプレイに「Registering 
Schedule...」と表示され、再生が停止します。

• プレーヤーのストレージがいっぱいになると、スケ
ジュールなどを配信することはできません。不要になっ
たコンテンツなどを削除する必要があります。

◆ 詳しくは、ネットワーク運用を行っているプレーヤーについ
ては「プレーヤー内のコンテンツを確認および削除する」 

（62 ページ）を、USB メモリー運用を行っているプレーヤー
については「プレーヤーのストレージからコンテンツを削除
する」 （71 ページ）をご覧ください。

スケジュールの配信は、次の順序で行います。

• 配信するスケジュールを選択する
• ネットワーク経由でスケジュールを配信する
• USB メモリーを使用してスケジュールを配信する

配信するスケジュールを選択する

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

配信ウィンドウに切り換わります。配信ウィンドウは、
スケジュールリスト画面、配信待ちリスト画面、プ
レーヤー状況画面で構成されています。

ご注意

ご注意
スケジュールをプレーヤーに配信する
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2 スケジュールリスト画面で、配信するスケジュールを
選択する。

3 スケジュールリスト画面と配信待ちリスト画面の間に
ある［追加］をクリックする。

選択したスケジュールが、配信先のプレーヤーとその
プレーヤーの運用方法によって「ネットワーク」また
は「USB」の配信待ちリストに表示されます。
どちらの運用方法のプレーヤーも使用されているシス
テムでは、配信先のプレーヤーが「すべて」の場合は、
両方の配信待ちリストに表示されます。

4 必要に応じて手順 2 と 3 を繰り返し、さらに配信するス
ケジュールを選択する。

スケジュールには、配信先のプレーヤーの情報が含まれて
います。ひとつの USB メモリーに別々のプレーヤーへのス
ケジュールをまとめてエクスポートしておき、各プレー
ヤーに順番に接続すると、該当するスケジュールが自動的
にコピーされます。

配信待ちリストからスケジュールを消去するには
配信待ちリストに追加したスケジュールの配信を取りやめ
るには、消去したいスケジュールを配信待ちリストで選択
し、配信待ちリスト画面の［解除］をクリックします。
配信待ちリストに表示されているすべてのスケジュールを
取り消すには、［すべて解除］をクリックします。

ネットワーク経由でスケジュールを配
信する

1 ［ネットワーク配信］をクリックする。

配信がスタートします。
配信の進行状況が、ネットワーク配信状況ウィンドウ
に表示されます。

2 配信が完了したら、ネットワーク配信状況ウィンドウ
の［閉じる］をクリックしてウィンドウを閉じる。

配信が完了したスケジュールは、配信待ちリストから
クリアされます。

配信を中止するには
ネットワーク配信状況ウィンドウの［配信中止］をクリッ
クします。
データをダウンロード中のプレーヤーにマネジメントソフ
トウェアから中止のリクエストが送られます。

［配信中止］をクリックしても、その時点でプレーヤーに配
信済みとなっているデータは削除されません。
必要に応じて、手動で削除してください。

◆ 削除について詳しくは、「プレーヤー内のコンテンツを確認およ
び削除する」 （62 ページ）（ネットワーク運用プレーヤーの場
合）、または「プレーヤーのストレージからコンテンツを削除す
る」 （71 ページ）（USB 運用プレーヤーの場合）をご覧くださ
い。

ダウンロード時間を短縮するには
プレーヤーで動画を再生しているときにスケジュールを配
信すると、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
このようなときは、動画の再生を止めてからスケジュール
を配信してください。配信後すぐに機器制御コマンドの
DisplayStandby.xml コマンドが実行されるように設定した
スケジュールを作成して配信すると、動画の再生を停止で
きます。

ヒント

ご注意
スケジュールをプレーヤーに配信する 51
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USBメモリーを使用してスケジュー
ルを配信する

1 USB メモリーをコンピューターの USB ポートに接続す
る。

2 ［USB エクスポート］をクリックする。

USB エクスポートウィンドウが表示されます。

3 スケジュールファイルのエクスポート先を指定する。

4 スケジュールをプレーヤーにコピーする前に、プレー
ヤーに保存されているコンテンツをすべて削除したい
場合は、「エクスポートするコンテンツをプレーヤーに
コピーする前に、プレーヤー内のすべてのコンテンツ
を削除する」にチェックマークを付ける。

チェックマークをつけると、USB メモリーをプレー
ヤーに接続したときに、プレーヤーに保存されていた
コンテンツがすべて削除されます。この操作を行うこ
とで、不要になったコンテンツでプレーヤーのスト
レージがいっぱいになることを防ぐことができます。

5 USB エクスポートウィンドウで、［OK］をクリックす
る。

エクスポートが開始されます。USB エクスポートウィ
ンドウが閉じ、代わりにエクスポート状況ウィンドウ
が表示されます。必要に応じて、ここで作業を中止す
ることができます。

6 USB メモリーへのエクスポートが完了したら、USB メ
モリーをコンピューターから取り外し、配信先のプ
レーヤーの USB ポートに接続する。

スケジュール、および使用されるプレイリストやコン
テンツ、システム／プレーヤーの設定値がプレーヤー
にコピーされます。手順 4 で「エクスポートするコン
テンツをプレーヤーにコピーする前に、プレーヤー内
のすべてのコンテンツを削除する」にチェックマーク
を付けた場合は、新しいデータがプレーヤーにコピー
される前に、古いコンテンツが削除されます。

USB メモリーは、プレーヤーの電源がオン（スタンバ
イインジケーターが緑色に点灯）になっているときに
接続してください。

エクスポートを中止するには
手順 5 でエクスポート状況ウィンドウの［エクスポート中
止］をクリックします。
すでに USB メモリーにエクスポートされたファイルは、自
動的に削除されます。

ご注意
スケジュールをプレーヤーに配信する
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割り込み再生ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、割り込み再生ウィンドウに切り換わります。この
ウィンドウは、割り込み再生を行うときに使用します。
割り込み再生は、スケジュール再生中のコンテンツに代
わって割り込み再生用のコンテンツを表示する機能で、
ニュース速報など緊急の情報を伝えるのに役立ちます。

動画または静止画を使用して割り込み再生を行うと、プ
レーヤーでスケジュール再生中のコンテンツに代わって新
たに配信したコンテンツが表示されます。
テロップコンテンツを使用する場合は、プレーヤーで再生
中のテロップコンテンツの代わりに、新たに配信したテ
ロップコンテンツが表示されます。テロップが再生されて

いない場合は、指定したテロップコンテンツが表示されま
す。背景の動画や静止画に影響はありません。

割り込み再生は、ネットワーク運用を行っているプレー
ヤーに対してのみ実行できます。

次の画像は、割り込み再生ウィンドウの例を示しています。
割り込み再生ウィンドウは、マイコレクションフォルダー
画面、割り込み再生するコンテンツ画面、プレーヤーリス
ト画面で構成されています。

 

ご注意

割り込み再生するコンテンツ画面

プレーヤーリスト画面

マイコレクションフォルダー画面

再生および停止ボタン
割り込み再生ウィンドウ 53
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マイコレクションフォルダー画面
割り込み再生ウィンドウのマイコレクションフォルダー画
面は、コンテンツ登録ウィンドウのマイコレクションフォ
ルダー画面と似ています。
マネジメントソフトウェアに登録されている各種類のコン
テンツがここに表示されます。プレイリストとスケジュー
ルは、割り込み再生ウィンドウでは表示されません。

割り込み再生ウィンドウでは、マイコレクションフォル
ダー画面のツールバーに次のボタンがあります。

割り込み再生ウィンドウでは、動画、静止画のサムネイル
画像と共に下記のアイコンが使用されます。

割り込み再生時、使用するコンテンツをマイコレクション
フォルダー画面で選択します。また、ここでテロップコン
テンツを作成･編集することもできます。

◆ マイコレクションフォルダー画面については、「マイコレクショ
ンフォルダー画面」 （24 ページ）もあわせてご覧ください。
また、テロップコンテンツの作成･編集については、「テキスト
テロップを作成･編集する」 （28 ページ）および「グラフィカル
テロップを作成・編集する」 （30 ページ）をご覧ください。

割り込み再生するコンテンツ画面
この画面には、割り込み再生に使用されるコンテンツが表
示されます。選択されているコンテンツのファイル名が画
面のタイトルの横に表示されます。
この画面では、使用するコンテンツの確認を行います。

割り込み再生するコンテンツ画面は、次の 2 つの部分で構
成されています。

a 画像表示
動画または静止画を割り込み再生に使用するコンテンツと
して選択した場合は、その画像が表示されます。

b 横画面／縦画面切り換えボタン
画面の向きを切り換えます。

プレーヤーリスト画面
プレーヤーリスト画面にはプレーヤーの一覧が表示されま
す。ここで割り込み再生を行うプレーヤーを選択します。
また、各プレーヤーの状況を確認することもできます。
プレーヤーリスト画面は、次の 3 つの部分で構成されてい
ます。

a プレーヤーリスト
ネットワーク運用のすべてのプレーヤーを表示します。こ
こで各プレーヤーの状況を確認できます。

ボタン 説明

ツリー上でひとつ上のレベルに移動します。

選択されているフォルダー内に新しいフォルダーを作成
します。

選択されているコンテンツのプロパティを表示します。

新しくテキストテロップを作成するためにテキスト編集
ウィンドウを表示します。

PNG ファイルを指定して新しくテロップを作成するた
めにグラフィカルテロップ編集ウィンドウを表示しま
す。

選択されているテロップコンテンツ（テキストまたは
PNG）を編集するために、テキスト編集ウィンドウまた
はグラフィカルテロップ編集ウィンドウを表示します。

サムネイル表示を選択します。

詳細表示を選択します。

アイコン 説明

テロップコンテンツ

1画像表示

2横画面／縦画面切り換えボタン

3割り込み再生方法選択部

1プレーヤーリスト 2更新ボタン
割り込み再生ウィンドウ



　
第
7
章
　
割
り
込
み
再
生

また、割り込み再生を実行するプレーヤーを、このリスト
で選択します。

b 更新ボタン
プレーヤーリスト上の各プレーヤーの表示を更新します。

c 割り込み再生方法選択部
割り込み再生をいつまで続けるかを指定します。
［停止］するまで再生：実行された割り込み再生は、ウィン

ドウの下部にある停止ボタンをクリックするまで継続
されます。

時間を指定して再生：割り込み再生は指定した時間だけ行
われ、自動的に停止します。再生時間は、右側のド
ロップダウンリストボックス（HH:MM:SS）で指定し
てください。

テロップを非表示にする：割り込み前に再生していたテ
ロップコンテンツを非表示にします。テロップコンテ
ンツの割り込み再生を行う場合は、この設定にかかわ
らず、再生中のテロップコンテンツを非表示にします。

再生および停止ボタン
割り込み再生ウィンドウの下部に、割り込み再生を制御す
るボタンがあります。

再生ボタン
プレーヤーリスト画面でチェックマークが付けられている
プレーヤーに対して、割り込み再生を開始します。
ボタンをクリックすると、マネジメントソフトウェア上に
コンテンツが用意され、割り込み再生開始のリクエストが
各プレーヤーに送信されます。
その後、各プレーヤーが用意されたコンテンツをダウン
ロードして、割り込み再生を行います。

停止ボタン
チェックマークが付いているプレーヤー上で実行されてい
る割り込み再生を停止します。

割り込み再生を行う

マネジメントソフトウェアには、再生を行っているプレー
ヤーにコンテンツを配信すると同時に再生を実行させる割
り込み再生の機能が用意されており、ニュース速報など緊
急性のある情報を表示させることができます。
割り込み再生を行ったときにプレーヤー上で行われる再生
は、選択されたコンテンツによって異なります。
テロップコンテンツを選択した場合は、プレーヤーで再生
されているテロップコンテンツが、選択したコンテンツに
置き換わります。テロップコンテンツが再生されていない
場合は、一番手前に選択したテロップコンテンツが表示さ
れます。再生中のその他のコンテンツの再生は、そのまま
続行されます。
静止画を選択した場合は、「割り込みレイヤー」上で、選択
したコンテンツが再生されます。割り込みレイヤーは通常
のレイヤーより手前にあるため、実行中の再生は、割り込
みレイヤー上で再生されている静止画の後に隠れて見えな
くなります。

図のかっこ内の数字は、重ね合わせの順番を示しています。

• 割り込み再生は、ネットワーク運用を行っているプレー
ヤーに対してのみ実行できます。

• 割り込み再生に使用できるコンテンツのフォーマットに
ついては、スペックシートをご覧ください。

• 割り込み再生中のプレーヤーに配信を行うと、再生画面
が乱れる場合があります。

• プレーヤーのストレージがいっぱいになると、それ以上
コンテンツを配信することはできません。配信の前に、
不要になったコンテンツなどを削除する必要があります。

◆ 詳しい手順については、「プレーヤー内のコンテンツを確認
および削除する」 （62 ページ）をご覧ください。

ご注意

割り込み（2）

静止画（1）

テロップ（3）
割り込み再生を行う 55
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• 再生時間が15秒未満の動画コンテンツやBGMを複数含む
プレイリストを再生中の場合、割り込み再生ができない
場合があります。

• RSS 配信の設定をしたプレーヤーでは、割り込み再生が
できません。

割り込み再生は、次の手順で行います。

1 オペレーションガイドの  ボタンをク
リックする。

割り込み再生ウィンドウに切り換わります。割り込み
再生ウィンドウは、マイコレクションフォルダー画面、
割り込み再生するコンテンツ画面、プレーヤーリスト
画面で構成されています。

2 マイコレクションフォルダー画面で、割り込み再生に
使用するコンテンツを選択する。

3 選択したコンテンツをドラッグし、割り込み再生する
コンテンツ画面にドロップする。

ドロップしたコンテンツのファイル名が、割り込み再
生するコンテンツ画面のタイトルバーに表示されます。

割り込み再生ウィンドウで、新たにテロップコンテン
ツを作成したり、すでにあるテロップコンテンツを編
集して、割り込み再生に使用することもできます。テ
ロップコンテンツを作成するには、マイコレクション
フォルダー画面のツールバーで  ボタンまたは 

 ボタンをクリックします。編集する場合は、希望
のテロップコンテンツを選択して  ボタンをクリッ
クしてください。

◆ テロップコンテンツの作成･編集について詳しくは、「テキ
ストテロップを作成･編集する」 （28 ページ）および「グ
ラフィカルテロップを作成・編集する」 （30 ページ）をご
覧ください。

4 プレーヤーリスト画面で割り込み再生を行うプレー
ヤーを選択する。
希望のプレーヤーにチェックマークを付けます。

5 プレーヤーリスト画面で、次のどちらかのオプション
を選択し、［再生］をクリックする。

マネジメントソフトウェアから各プレーヤーに、割り
込み再生を開始するようにリクエストが送信されます。
その後、各プレーヤーが自動的にコンテンツをダウン
ロードして、割り込み再生を開始します。

スクロールのテロップを割り込み再生に使用する場合、
再生時間がコンテンツの長さよりも長いときは、繰り
返して再生が行われます。

6 手順 5 で［停止］するまで再生オプションを選択した場
合は、割り込み再生を停止させる。
プレーヤーリスト画面で、割り込み再生を停止するプ
レーヤーにチェックマークを付け、［停止］をクリック
してください。

割り込み再生が停止したプレーヤーでは、スケジュー
ル再生が再開されます。

• 時間を指定して再生オプションを選択している場合
でも、［停止］をクリックすると実行中の割り込み再
生を停止することができます。

• ディスプレイがスタンバイ状態になった場合も、割
り込み再生は停止します。

プレーヤーの状況を確認するには
最新の各プレーヤーの状況を確認するには、プレーヤーリ
スト画面の［更新］をクリックしてください。

ヒント

オプション 説明

［停止］するまで再
生

停止ボタンをクリックするまで割り込み
再生が続きます。

時間を指定して再生 指定する時間だけ、割り込み再生を行い
ます。ドロップダウンリストボックスで
再生時間を指定してください。

ヒント
割り込み再生を行う
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複数のプレーヤーで別々のコンテンツを割り込み再生する
には
複数のプレーヤーで、それぞれ別々のコンテンツを割り込
み再生する場合は、ひとつ目のプレーヤーへの割り込み再
生に使用するコンテンツの配信が終了してから、次のプ
レーヤーへの操作を行ってください。各プレーヤーの状況
の表示を更新するには、［更新］をクリックします。

RSSを配信する

ニュースや天気予報などの RSS をインターネット経由で取
得し、テロップ形式に変換してプレーヤーに配信すること
ができます。

RSSを登録する
配信したい RSS の URL を登録します。

1 メインウィンドウの［ツール］メニューで［サイネー
ジ RSS ナビゲーター］を選択する。

サイネージ RSS ナビゲーターが表示されます。

2 サイネージ RSS ナビゲーターのオペレーションガイド
で［コンテンツ登録］ボタンをクリックする。

3 ［追加］ボタンをクリックする。

フィードリーダーウィンドウが表示されます。

4 RSS の登録名と URL を入力し、［OK］をクリックする。

フィードリーダーウィンドウが閉じ、サイネージ RSS
ナビゲーターに戻ります。

5 RSS を複数登録する場合は、手順 3、4 を繰り返す。
RSSを配信する 57
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6 ［保存］ボタンをクリックする。

登録した RSS の情報が保存されます。

RSSを変更するには
フィードリーダーリストの ボタンをクリックします。
編集画面が表示されるので、登録した内容を変更します。

RSSを削除するには
フィードリーダーリストの ボタンをクリックします。

RSSの配信順を変更するには
フィードリーダーリストで RSS を選択し、↑↓ボタンで表
示順を変更します。
表示されている順序に従って配信されます。

登録した RSS 情報のタイトル部分がテロップとして表示さ
れます。表示可能なタイトル数は、配信順上位の RSS から
最大 25 個です。ただし、タイトルの文字列が 1 画面に収ま
らない場合は、25 個以下になることがあります。

RSSの監視間隔と表示方法を設定す
る
RSS の更新を監視する間隔、および RSS を変換したテロッ
プの表示方法を設定します。

1 サイネージ RSS ナビゲーターのオペレーションガイド
で［設定］ボタンをクリックする。

2 ［監視間隔］に RSS の更新を監視する間隔を設定する。

3 ［テロップ設定］のボタンやドロップダウンリストボッ
クスを使用して、希望の表示方法を設定する。

4 ［保存］をクリックする。

設定した内容が保存されます。

RSSを配信するプレーヤーを確認す
る
RSS は、プレーヤー設定ウィンドウで［RSS 配信を有効に
する］をチェックしたプレーヤーに配信されます。

RSS を配信中のプレーヤーには、割り込み再生ができませ
ん。

RSS を配信するプレーヤーを確認するには、サイネージ
RSS ナビゲーターのオペレーションガイドで［配信］をク
リックします。
プレーヤーリストに、RSS を配信するプレーヤーの情報が
表示されます。

ご注意

項目 説明

フォント フォントを指定します。

選択された文字列を太字にします。または選択され
た太字の文字列を太字ではない状態にします。

選択された文字列を斜体にします。または選択され
た斜体の文字列を斜体ではない状態にします。

選択された文字列を下線付きにします。または選択
された下線付きの文字列を下線付きではない状態に
します。

カラーパレットを表示して、テキストの背景色（透
過も選択可能）を指定できるようにします。

カラーパレットを表示して、選択された文字列の文
字色を指定できるようにします。

サイズ 文字の大きさを指定します。
「大」「中」「小」または「ユーザー設定」を選択し
てください。

「ユーザー設定」を選択した場合は、テキストボッ
クスに希望のサイズを入力します。

速度 文字列が流れる速さを指定します。
「遅い」「普通」または「速い」を選択してくださ
い。

テキスト
表示位置

テキストテロップの縦方向の表示位置を指定しま
す。

「上段」または「下段」を選択してください。

ご注意
RSSを配信する
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RSSを配信する

1 サイネージ RSS ナビゲーターのオペレーションガイド
で［コンテンツ登録］ボタンをクリックする。

2 フィードリーダーリストで、配信したい RSS の［選択］
欄をチェックする（複数チェック可）。

3 ［保存］ボタンをクリックする。

選択した RSS の配信を開始します。
配信を開始すると、設定画面の［監視間隔］で設定し
た時間ごとに RSS の更新状況を確認し、更新されてい
ればテロップに変換して配信します。

• RSS配信中は、サイネージRSSナビゲーターを終了しない
でください。サイネージ RSS ナビゲーターを終了すると
RSS の配信も終了します。

• AVC ファイル再生中のプレーヤーに RSS 配信を行うと、
再生画面が乱れる場合があります。

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

ディスプレイの設置方向

シリアル番号 プレーヤーのシリアル番号

状況 プレーヤーの状況

ご注意
RSSを配信する 59
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メンテナンス
メンテナンスウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、メンテナンスウィンドウに切り換わります。この
ウィンドウでは、各プレーヤーに保存されているコンテン
ツやプレイリストのファイルを確認することができます。
また不要なファイルを削除することができます。
このウィンドウは、プレーヤーに深刻な問題が生じた場合
にプレーヤーを再起動するためにも使用します。

次の画像は、メンテナンスウィンドウの例を示しています。
メンテナンスウィンドウはプレーヤーリスト画面だけで構
成されており、プレーヤーリスト画面には、プレーヤーの
リストといくつかのボタンがあります。

 

プレーヤーリスト画面 ストレージ表示ボタン

プレーヤーリスト
メンテナンスウィンドウ
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プレーヤーリスト画面

更新ボタン
プレーヤーリスト上のネットワーク運用を行うプレーヤー
の表示を更新します。マネジメントソフトウェアが各プ
レーヤーと順番に通信を行い、新たに取得した情報を表示
します。

プレーヤーリスト
ネットワーク運用のすべてのプレーヤーが表示されます。
ここで、現在の時刻、ストレージの使用済み容量／空き容
量、現在の運用状況といった各プレーヤーの情報を確認す
ることができます。
リスト上のプレーヤーは、欄のタイトル部分をクリックす
ることで並べ替えることができます。例えば、現在の状況
別にプレーヤーを表示させたい場合は、「状況」をクリック
します。続けて同じタイトルをクリックすると、昇順と降
順が切り換わります。

プレーヤーリストの右端のストレージ欄に表示ボタンがあ
ります。
このボタンをクリックすると、ストレージ内表示ウィンド
ウが開き、該当するプレーヤーに保存されているコンテン
ツやプレイリストのファイルが表示されます。ストレージ
内表示ウィンドウでは、必要なくなったファイルをプレー
ヤーから削除することもできます。

◆ この操作の詳細については、「プレーヤー内のコンテンツを確認
および削除する」 （62 ページ）をご覧ください。

パワーオンボタン
スタンバイボタン
プレーヤーリストでチェックマークが付けられているプ
レーヤーおよびプレーヤーに接続されているディスプレイ
の電源をオンまたはスタンバイにします。
制御できるディスプレイについては、スペックシートをご
覧ください。

ログ取得ボタン
サービス担当者用のボタンです。

RSS 配信中にログを取得するとサイネージプレーヤーマネ
ジメントソフトウェアが正常に動作しなくなります。ログ
を取得するときは、サイネージ RSS ナビゲーターを終了さ
せ、RSS 配信を停止させてから行ってください。

再起動ボタン
プレーヤーリストでチェックマークが付けられているプ
レーヤーを再起動します。

◆ この操作の詳細については、「プレーヤーを再起動する」 （63
ページ）をご覧ください。

システムパスワード変更ボタン
プレーヤーリストでチェックマークが付けられているプ
レーヤーのシステムパスワード変更ウィンドウを表示しま
す。
このウィンドウで、マネジメントソフトウェアが動作して
いるコンピューターとプレーヤーが通信を行う際に使用す
るパスワードを変更することができます。このパスワード
は、USB メモリー運用のプレーヤーにも使用されます。
初期設定は次のとおりです。

名前： bz10_user
パスワード： bz10ad

パスワードを変更するには、システムパスワード設定ウィ
ンドウで、名前（ユーザー名）と現在使用しているパス
ワード、新しいパスワードをそれぞれのテキストボックス
に入力し、［OK］をクリックします。

• 各プレーヤーには「Player Access パスワード」の設定が
あります。サイネージウェブマネージャーで Player 
Access パスワードが初期設定から変更されていなけれ
ば、このシステムパスワード設定で、すべてのプレー
ヤーの Player Access パスワードとコンピューター側の
パスワードを一度に変更することができます。

◆ 詳しくは、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

• システムパスワードの設定／変更に失敗した場合は、サ
イネージウェブマネージャーで Player Access パスワー
ドを変更してください。サイネージウェブマネージャー
が無効になっている場合は、プレーヤーをリセットして
ください。Player Access パスワードが初期状態に戻りま
す。

• セキュリティー上の理由により、システムパスワードは
初期設定から変更して運用されることをおすすめします。

ファームウェアの更新ボタン
プレーヤーリストでチェックマークが付けられているプ
レーヤーのファームウェアを更新します。ネットワーク運
用のプレーヤーの場合は、ボタンをクリックするとネット
ワークを経由で直接ファームウェアを更新します。USB メ
モリー運用のプレーヤーの場合は、ボタンをクリックする
と更新するファームウェアが USB メモリーにエクスポート
されます。その USB メモリーをプレーヤーに接続すると
ファームウェアが更新されます。

ご注意

ご注意
メンテナンスウィンドウ 61
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• プレーヤーのファームウェアとマネジメントソフトウェ
アのバージョンが異なると正しく動作しません。マネジ
メントソフトウェアをバージョンアップした場合は、必
ずプレーヤーのファームウェアも更新してください。

• USB メモリーは、プレーヤーの電源がオン（スタンバイ
インジケーターが緑色に点灯）になっているときに接続
してください。

• ファームウェアの更新には 10 分以上かかります。更新が
終了すると、プレーヤーは自動的に再起動します。

• ファームウェア更新中は、プレーヤーの電源を絶対に切
らないでください。

プレーヤー内のコンテン
ツを確認および削除する

下記の手順で、プレーヤーに保存されているコンテンツや
プレイリストのファイルを確認できます。また、不要に
なったファイルをプレーヤーから削除することもできます。

◆ USB メモリー運用のプレーヤーのストレージからファイルを削
除する方法については、「プレーヤーのストレージからコンテン
ツを削除する」 （71 ページ）をご覧ください。

1 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

メンテナンスウィンドウに切り換わります。

2 確認したいプレーヤーのストレージ欄の［表示］をク
リックする。

ストレージ内表示ウィンドウが開きます。表示中のプ
レーヤーの名称がタイトルバーに表示されています。
プレーヤーに保存されているコンテンツおよびプレイ
リストの一覧がこのウィンドウに表示されます。コン
テンツやプレイリストが再生中またはスケジュールに
登録されている場合は、表示されません。

3 削除するファイルがある場合は、ファイルを選択する。

4 ［削除］をクリックする。

確認のメッセージが表示されます。

5 ［OK］をクリックする。

プレーヤーとの通信が行われ、プレーヤー上の選択し
たファイルが削除されます。

ご注意
プレーヤー内のコンテンツを確認および削除する
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削除処理中は、映像がなめらかに動かなかったり、音
声が途切れたりすることがあります。

6 ストレージ内表示ウィンドウの［更新］をクリックし
て、選択したファイルが削除されていることを確認す
る。

削除処理には時間がかかることがあります。

7 ［閉じる］をクリックする。

ストレージ内表示ウィンドウが閉じます。

プレーヤーを再起動する

下記の手順で、選択したプレーヤーに再起動コマンドを送
信し、再起動することができます。

1 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

メンテナンスウィンドウに切り換わります。

2 再起動を行うプレーヤーを選択する。
希望のプレーヤーのチェックボックスにチェックマー
クを付けてください。

プレーヤーの状況およびエラーコード（エラーが起
こっている場合）は、プレーヤーリストで確認できま
す。

3 メンテナンスウィンドウの下部にある［再起動］をク
リックする。

確認のメッセージが表示されます。

4 ［OK］をクリックする。

選択したプレーヤーにマネジメントソフトウェアから
再起動のコマンドが送信されます。コマンドを受信し
たプレーヤーは自動的に再起動を行います。

5 ストレージ内表示ウィンドウの［更新］をクリックし
て、選択したプレーヤーが再起動されたことを確認す
る。

ご注意

ご注意
プレーヤーを再起動する 63
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設定
設定ウィンドウ

オペレーションガイドの  ボタンをクリック
すると、設定ウィンドウに切り換わります。このウィンド
ウは、システム設定を変更したり、マネジメントソフト
ウェアで管理するプレーヤーの登録･変更･削除を行う際に
使用します。

システム導入時の初期設定には、「簡単設定ウィザード」が
用意されています。システムの運用開始後に設定を変更す
る場合は、このウィンドウで操作を行ってください。

下の画像は、設定ウィンドウの例を示しています。
設定ウィンドウはプレーヤー登録画面とシステム設定画面
で構成されています。

 

ご注意

送信して完了ボタン

プレーヤー登録画面

システム設定画面
設定ウィンドウ
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プレーヤー登録画面
プレーヤー登録画面には、マネジメントソフトウェアに登
録されているすべてのプレーヤーが表示されます。ここで
新たなプレーヤーの追加やプレーヤーの設定変更、削除な
どを行います。
プレーヤー登録画面は、次の 2 つの要素で構成されていま
す。

a 追加ボタン
空白のプレーヤー設定ウィンドウを開きます。このウィン
ドウで IP アドレスやシリアル番号と運用場所のタイムゾー
ンを指定して、新しいプレーヤーを登録します。

◆ この操作の詳細については、「プレーヤーを追加する」 （67 ペー
ジ）をご覧ください。

b プレーヤーリスト
マネジメントソフトウェアに登録されているプレーヤーが
すべて表示されます。名称、シリアル番号、IP アドレス、
運用場所のタイムゾーンといった各プレーヤーの情報がリ
スト形式で表示されます。また、各プレーヤーとの接続に
成功したか（○）、失敗したか（×）の接続状況を示す欄が
あります。まだ一度も接続していないプレーヤーの場合は、

「－」が表示されます。USB メモリー運用のプレーヤーの
場合はこの欄は空白となります。
リスト上のプレーヤーは、欄のタイトル部分をクリックす
ることで並べ替えることができます。例えば、タイムゾー
ン別にプレーヤーを表示させたい場合は、「タイムゾーン」
をクリックします。続けて同じタイトルをクリックすると、
昇順と降順が切り換わります。

プレーヤーリストの右端には、設定ボタンと削除ボタンが
あります。
設定ボタンをクリックすると、該当するプレーヤーのプ
レーヤー設定ウィンドウが表示され、プレーヤーの名称や
IP アドレス、シリアル番号などの設定を変更することがで
きます。

◆ この操作の詳細については、「プレーヤーの設定を変更する」 
（69 ページ）をご覧ください。

削除ボタンをクリックすると、確認のメッセージが表示さ
れた後、該当するプレーヤーの登録が削除されます。

◆ この操作の詳細については、「プレーヤーを削除する」 （69 ペー
ジ）をご覧ください。

システム設定画面
システム設定画面には、マネジメントソフトウェアに登録
されているプレーヤー全体に関する設定項目が表示されま
す。
設定を変更するには、この画面で設定値を変更し、各プ
レーヤーに送信してください。

設定値を変更した後、送信して完了ボタンをクリックして
ください。ボタンをクリックしないと、設定値が有効にな
りません。

動画サムネイル位置
動画コンテンツをサムネイル表示したときに使用する画像
として、動画のどの部分（0 ～ 4 秒）を使用するかを設定
します。
通常は初期設定（先頭から 2 秒）のままで変更する必要は
ありませんが、この部分にカラーバーや黒画面などが入っ
ている動画を使用するような場合は、サムネイル画を見て
動画の内容がわかるように、少し後の画像を指定すること
ができます。

すでに登録されている動画コンテンツのサムネイル画には、
この変更は適用されません。

通信ポート
コンテンツサーバーのポート番号を設定します。

プレーヤーの時刻をこのPCに同期させる
（ネットワーク運用のプレーヤーにのみ有効）
マネジメントソフトウェアが動作しているコンピューター
の時計に、各プレーヤーの時計を自動的に合わせるかどう
かを設定します。
自動的に合わせる場合は、チェックボックスにチェック
マークを付けてください。
プレーヤーの時計を NTP サーバー（時刻合わせの基準と
なるコンピューター）に合わせる場合は、ここにチェック
マークをつけずに、各プレーヤーのサイネージウェブマ
ネージャーで設定を行ってください。

◆ 詳しくはプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

設定および削除ボタン

1追加ボタン

2プレーヤーリスト
ご注意

ご注意
設定ウィンドウ 65
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• 設定を変更した場合は、設定の送信後にプレーヤーの再
起動を行ってください。

• プレーヤーの時計をマネジメントソフトウェアが動作し
ているコンピューターに合わせて運用する場合には、各
プレーヤーが定期的に時刻をコンピューターに問い合わ
せます。このためコンピューターの電源を長期間オフに
しておくと、プレーヤーの時計がずれてくる可能性があ
ります。また、コンピューターとプレーヤーの時刻のず
れの大きさによっては、プレーヤーが時刻合わせを行う
際に再生中の映像が停止する場合があります。

• コンピューターと時刻を同期させる場合は、コンピュー
ター上であらかじめ Windows Time サービスを起動させ
てください。

• コンピューターのファイアウォールは、プレーヤーとの
通信を許可する設定にしてください。

◆ 詳しくは、「コンピューターのファイアウォール設定に関す
るご注意」 （12 ページ）をご覧ください。

夏時間に設定する
夏時間での運用のオン･オフを指定します。
プレーヤーの夏時間での運用を開始するときに、ここに
チェックマークを付けて設定を送信します。また、夏時間
での運用を終了するときには、チェックマークをクリアし
て設定を送信します。

• 夏時間の切り換えは、プレーヤーで自動的に行われるわ
けではありません。運用の切り換え時に、手動で設定を
変更して送信してください。

• 設定を変更した場合は、設定の送信後にプレーヤーの再
起動を行ってください。

• 夏時間の設定には、サイネージウェブマネージャーを使
用することもできます。

◆ 詳しくは、プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

サイネージウェブマネージャーを有効にする
プレーヤーの管理を行うサイネージウェブマネージャーを
使用できるようにするかどうかを指定します。
システムの運用方針に従って設定を行い、送信してくださ
い。

◆ サイネージウェブマネージャーについて詳しくは、プレーヤー
の取扱説明書をご覧ください。

マネジメントソフトウェアの運用中は、サイネージウェブ
マネージャーを使用しないようにすることをおすすめしま

す。同時に使用した場合は、後から送信した設定が有効と
なります。

USB運用プレーヤーの時刻を設定する
USB メモリーを使って配信を行っているプレーヤーの時計
を合わせるには、システム設定画面で任意の日時を設定し
て USB メモリーにエクスポートし、設定した日時にプレー
ヤーの INFO ボタンを押す必要があります。

システム設定画面で［USB 運用プレーヤーの日付と時刻の
設定］ボタンをクリックすると、プレーヤーの日付と時刻
ウィンドウが表示されます。
USB 運用プレーヤーの時刻を設定するには、このウィンド
ウで指定した日時にプレーヤーの INFO ボタンを押す必要
があります。
設定は、次の手順で行います。

1 コンピューターに USB メモリーを接続する。

2 システム設定画面で［USB 運用プレーヤーの日付と時
刻の設定］をクリックする。

プレーヤーの日付と時刻ウィンドウが表示されます。

3 プレーヤーで設定を行う日付と時刻を指定する。

ここで指定する日時は、現在の日時ではなくプレー
ヤーで INFO ボタンを押す日時です。

4 USB エクスポートボタンをクリックする。

指定した日付と時刻が USB メモリーに書き出されま
す。

5 コンピューターから USB メモリーを抜く。

6 USB メモリーをプレーヤーに接続し、指定した日時に
なったらプレーヤーの INFO ボタンを押す。

送信して完了ボタン
このボタンをクリックすると、設定ウィンドウで指定した
設定値をマネジメントソフトウェアの内部に保存すると同
時に、ネットワーク経由で各プレーヤーに送信します。
USB メモリー運用のプレーヤーの場合は、この設定値は、
USB メモリーへのエクスポート時に、スケジュールなどの
データと一緒に USB メモリーに書き出され、プレーヤーに
コピーされます。

ご注意

ご注意

ご注意
設定ウィンドウ
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運用開始後にプレーヤー
の追加や削除、プレー
ヤー設定の変更を行う

システムの運用を開始した後で、プレーヤーの追加や削除、
または設定を変更する場合は、下記の手順で操作を行いま
す。

操作の最後に、必ず［送信して完了］をクリックしてくだ
さい。この手順を実行しないと、設定の変更がプレーヤー
に反映されません。
ネットワーク運用のプレーヤーの場合は、［送信して完了］
をクリックすると、変更した設定値が保存され、同時に各
プレーヤーに送信されます。
USB メモリー運用のプレーヤーの場合は、［送信して完了］
をクリックすると、変更した設定値がマネジメントソフト
ウェアに保存されます。この設定値は、USB メモリーへの
エクスポート時に、コンテンツやスケジュールなどと一緒
に USB メモリーに書き出され、プレーヤーにコピーされま
す。

プレーヤーを追加する

1 ネットワーク運用のプレーヤーを追加する場合は、新
しく追加するプレーヤーに IP アドレス（IP アドレス
1）を設定し、その IP アドレスをメモしておく。

◆ 詳しくは、「プレーヤーに IP アドレスを設定する」 （17
ページ）をご覧ください。

USBメモリー運用のプレーヤーを追加する場合は、追
加するプレーヤーのシリアル番号をメモしておく。
シリアル番号は、プレーヤーの底面に記載されていま
す。

2 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

設定ウィンドウに切り換わります。

3 プレーヤー登録画面の［追加］をクリックする。

プレーヤー設定ウィンドウが開きます。

4 追加するプレーヤーの情報を登録する。

ネットワーク運用を行うプレーヤーの場合は

ネットワーク運用ボタンを選択し、下記のデータを入
力して、［接続］をクリックします。

ご注意
運用開始後にプレーヤーの追加や削除、プレーヤー設定の変更を行う 67
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1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定を送信し
た後、プレーヤーを再起動してください。

マネジメントソフトウェアがプレーヤーとコンピュー
ターの間の接続を確認します。接続できると、シリア
ル番号やストレージの容量などのプレーヤーの情報が
プレーヤー設定ウィンドウに表示されます。

出荷時には、IP アドレス 1、2 を DHCP で取得するよ
うに設定されています。

USBメモリー運用を行うプレーヤーの場合は

USB メモリー運用ボタンをクリックし、下記のデータ
を入力します。

1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定をコピー
した後、プレーヤーを再起動してください。

5 プレーヤー設定ウィンドウで［OK］をクリックする。

ウィンドウが閉じます。
新しく追加したプレーヤーがプレーヤーリストに表示
されます。

（この時点では、プレーヤーの登録はまだ完了していま
せん）

6 別のプレーヤーを登録するには、手順 3 から 5 を繰り返
す。
プレーヤーは 10 台まで登録することができます。

7 システム設定画面の各項目が希望通りに設定されてい
ることを確認する。

◆ システム設定画面の各項目について詳しくは、「システム
設定画面」 （65 ページ）をご覧ください。

8 設定ウィンドウの右下隅にある［送信して完了］をク
リックする。

新しいプレーヤーの登録が完了しました。

「映像出力」、「ディスプレイの向き」、「タイムゾーン」、
「プレーヤーの時刻をこの PC に同期させる」、「夏時間
に設定する」の設定を変更した場合は、設定を反映さ
せるためにプレーヤーの再起動が必要です。
ネットワーク運用を行うプレーヤーの場合は、［送信し
て完了］をクリックして設定値をプレーヤーに送信し
た後、プレーヤーを再起動してください。

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

IP アドレス 1 サイネージウェブマネージャー用の IP ア
ドレス

IP アドレス 2 再生の制御に使用する IP アドレス

使用する IP アドレスが重複しないようご
注意ください。

アダプター プレーヤーとの通信に使用するネット
ワークアダプター

RSS 配信を有効に
する

サイネージ RSS ナビゲーターによるテ
ロップ配信を有効にするかどうかを選択
する

有効にした場合、マネジメントソフト
ウェアからの割り込み再生はできなくな
ります。

ご注意

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

シリアル番号 プレーヤーのシリアル番号

ご注意
運用開始後にプレーヤーの追加や削除、プレーヤー設定の変更を行う
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USB メモリー運用を行うプレーヤーの場合は、設定値
を USB メモリーに書き出し、プレーヤーにコピーした
後で、プレーヤーを再起動してください。

プレーヤーを削除する

1 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

設定ウィンドウに切り換わります。

2 プレーヤー登録画面で、削除するプレーヤーの［削除］
をクリックする。

確認のメッセージが表示されます。

3 ［OK］をクリックして、プレーヤーを削除する。

該当するプレーヤーがリストから削除されます。
（この時点では、プレーヤーの削除は、まだ完了してい
ません）

4 別のプレーヤーを削除するには、手順2と3を繰り返す。

5 設定ウィンドウの右下隅にある［送信して完了］をク
リックする。

プレーヤーの削除が完了しました。

プレーヤーの設定を変更する

1 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

設定ウィンドウに切り換わります。

2 プレーヤー登録画面で、設定を変更するプレーヤーの
［設定］をクリックする。

プレーヤー設定ウィンドウが開きます。

3 ネットワーク運用のプレーヤーを USB メモリー運用に
変更する場合は、USB メモリー運用ボタンを選択す
る。
USB メモリー運用のプレーヤーをネットワーク運用に
変更する場合は、ネットワーク運用ボタンを選択する。

プレーヤーの運用方法を変更しない場合は、この手順
は必要ありません。

4 選択したプレーヤーの下記の情報を変更して、［OK］
をクリックする。

ネットワーク運用を行うプレーヤーの場合は

1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定を送信し
た後、プレーヤーを再起動してください。

USBメモリー運用を行うプレーヤーの場合は

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

IP アドレス 1 サイネージウェブマネージャー用の IP ア
ドレス

IP アドレス 2 再生の制御に使用する IP アドレス

使用する IP アドレスが重複しないようご
注意ください。

アダプター プレーヤーとの通信に使用するネット
ワークアダプター

RSS 配信を有効に
する

サイネージ RSS ナビゲーターによるテ
ロップ配信を有効にするかどうかを選択
する

有効にした場合、マネジメントソフト
ウェアからの割り込み再生はできなくな
ります。

項目 説明

プレーヤー名 プレーヤーを識別するための名称

プレーヤー名には 100 文字までの名称
（全角と半角は区別しない）を指定できま
す。ただし、次の半角文字は使用できま
せん。

\ / : * ? " < > ¦

ディスプレイの向
き 1) 

ディスプレイの設置方向

ディスプレイ種別 ソニー製パブリックディスプレイ、
BRAVIA、またはその他のモデルを選択
する
運用開始後にプレーヤーの追加や削除、プレーヤー設定の変更を行う 69
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1) この項目を変更した場合は、各プレーヤーに設定をコピー
した後、プレーヤーを再起動してください。

変更後の情報がプレーヤーリストに表示されます。

5 別のプレーヤーの情報を変更するには、手順 2 から 4 を
繰り返す。

6 システム設定画面の各項目が希望通りに設定されてい
ることを確認する。

◆ システム設定画面の各項目について詳しくは、「システム
設定画面」 （65 ページ）をご覧ください。

7 設定ウィンドウの右下隅にある［送信して完了］をク
リックする。

「映像出力」、「ディスプレイの向き」、「タイムゾーン」、
「プレーヤーの時刻をこの PC に同期させる」、「夏時間
に設定する」の設定を変更した場合は、設定変更を反
映させるためにプレーヤーの再起動が必要です。
ネットワーク運用を行うプレーヤーの場合は、［送信し
て完了］をクリックして設定値をプレーヤーに送信し
た後、プレーヤーを再起動してください。
USB メモリー運用を行うプレーヤーの場合は、設定値
を USB メモリーに書き出し、プレーヤーにコピーした
後で、プレーヤーを再起動してください。

プレーヤーに関するその
他の設定を変更する

夏時間の設定や、コンピューターと各プレーヤーの通信に
使用するパスワードなど、プレーヤーに関する共通の設定
は次の手順で変更します。

操作の最後に、必ず［送信して完了］をクリックしてくだ
さい。この手順を実行しないと、設定の変更がプレーヤー
に反映されません。
ネットワーク運用のプレーヤーの場合は、［送信して完了］
をクリックすると、変更した設定値が保存され、同時に各
プレーヤーに送信されます。
USB メモリー運用のネットワークの場合は、［送信して完
了］をクリックすると、変更した設定値がマネジメントソ
フトウェアに保存されます。この設定値は、USB メモリー
へのエクスポート時に、コンテンツやスケジュールなどと
一緒に USB メモリーに書き出され、プレーヤーにコピーさ
れます。

1 オペレーションガイドで  ボタンをク
リックする。

設定ウィンドウに切り換わります。

2 設定ウィンドウのシステム設定画面で、希望の項目を
変更する。

◆ システム設定画面の各項目について詳しくは、「システム
設定画面」 （65 ページ）をご覧ください。

3 設定ウィンドウの右下隅にある［送信して完了］をク
リックする。

映像出力 1) AVOUT 自動、HD15 1080p60、HD15 
1080p50、HD15 720p60、HD15 720p50 の
いずれかを選択する

タイムゾーン 1) プレーヤーを運用する場所のタイムゾー
ン

シリアル番号 プレーヤーのシリアル番号

ご注意

項目 説明

ご注意
プレーヤーに関するその他の設定を変更する
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プレーヤーのストレージ
からコンテンツを削除す
る

プレーヤーのストレージがいっぱいになってしまうと、コ
ンテンツやプレイリスト、スケジュールをプレーヤーに配
信することができなくなります。下記の手順で、不要に
なったデータを定期的に削除してください。

再生に必要なコンテンツなどを誤って削除してしまわない
ようにご注意ください。
再生に必要なコンテンツが削除されてしまった場合、黒画
面が表示されます。

ネットワーク運用のプレーヤーの場合
メンテナンスウィンドウで、不要になったコンテンツやプ
レイリストを削除してください。

◆ 詳しくは、「プレーヤー内のコンテンツを確認および削除する」 
（62 ページ）をご覧ください。

USBメモリー運用のプレーヤーの場
合
不要になったファイルを削除する方法は、次の 2 通りがあ
ります。

プレーヤーのメモリーカードを取り外して
削除する
各プレーヤーにはストレージメディアとして、メモリー
カードが挿入されています。このメモリーカードをコン

ピューターのメモリーカードスロットに挿入して、不要な
ファイルを削除します。

1 1 ボタンを押してプレーヤーをスタンバイ状態にした
後、メモリーカードをプレーヤーのメモリーカードス
ロットから取り外す。

2 取り外したメモリーカードを、コンピューターのメモ
リーカードスロットに挿入する。

3 メモリーカードに保存されているファイルを確認する。
削除可能なコンテンツやプレイリストなどは、下記の
フォルダーに保存されています。xxxxxxx は、プレー
ヤーのシリアル番号です。

• SCAxxxxxxx¥content¥done¥

• SCAxxxxxxx¥program¥done¥

• SCAxxxxxxx¥schedule¥done¥

下記のフォルダーに保存されたコンテンツやプレイリ
ストは登録されたスケジュールの再生に必要です。
• SCAxxxxxxx¥content¥queue¥

• SCAxxxxxxx¥program¥queue¥

• SCAxxxxxxx¥schedule¥queue¥

• SCAxxxxxxx¥content¥default¥
• SCAxxxxxxx¥program¥default¥
• SCAxxxxxxx¥schedule¥default¥
• SCAxxxxxxx¥db¥

これらを削除する場合は、上記のフォルダーを一括し
て削除してください。この場合、登録されているスケ
ジュールはすべて破棄されます。また、デフォルトコ
ンテンツも削除されます。

4 不要なファイルを削除する。
上記のフォルダー内のファイルは、削除してもプレー
ヤーの設定などには影響はありません。

5 メモリーカードをコンピューターから取り外して、プ
レーヤーのメモリーカードスロットに挿入する。

ご注意
プレーヤーのストレージからコンテンツを削除する 71
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配信の際に古いコンテンツを削除する
スケジュールやプレイリストをエクスポートする際に表示
される USB エクスポートウィンドウには、「エクスポート
するコンテンツをプレーヤーにコピーする前に、プレー
ヤー内のすべてのコンテンツを削除する」というチェック
ボックスがあります。
このチェックボックスにチェックマークを付けると、エク
スポートされたデータをプレーヤーにコピーする前に、プ
レーヤーに保存されているコンテンツをすべて削除するコ
マンドを生成します。

◆ この操作について詳しくは、「USB メモリーを使用してプレイ
リストを配信する」 （39 ページ）および「USB メモリーを使用
してスケジュールを配信する」 （52 ページ）をご覧ください。

データをバックアップす
る

コンテンツや設定値など、マネジメントソフトウェアが管
理しているデータをバックアップして別の場所に保存し、
コンピューターの置き換えをしなければならない状況に備
えることができます。

コンテンツやプレイリスト、
スケジュールおよび設定値をバック
アップする
マネジメントソフトウェアは、システム導入時に行った簡
単設定ウィザードの実行中に指定したデータフォルダーに
すべてのデータを保存しています。
下記の手順でデータフォルダーを確認し、データをコピー
します。

1 マネジメントソフトウェアのメインウィンドウでメ
ニューバーの［ファイル］をクリックし、表示される
メニューで［データフォルダーを開く］を選択する。

データフォルダーを表示するウィンドウが開きます。

2 データフォルダー全体を、バックアップに使用するス
トレージメディアにコピーする。

例えば、「C:\DigitalSignageData」がデータフォルダー
として表示される場合は、そのフォルダーを外部の
ハードディスクやネットワークドライブにコピーしま
す。

コンピューターの置き換えを行う
マネジメントソフトウェアを使用しているコンピューター
を別のコンピューターに置き換える場合、バックアップし
ておいたコンテンツや設定値などのデータを新しいコン
ピューターにコピーして、以前と同じように運用を続ける
ことができます。

配信にネットワークを使用している場合は、新しいコン
ピューターにもネットワークの設定が必要です。

「コンピューターの設定」 （17 ページ）に従って、必要な設
定を行ってください。

ご注意
データをバックアップする
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1 新しいコンピューターにマネジメントソフトウェアを
インストールする前に、バックアップしたフォルダー
をマネジメントソフトウェアのデータフォルダーとな
るフォルダーにコピーする。

2 新しいコンピューターにマネジメントソフトウェアを
インストールする。

◆ 詳しくは、「マネジメントソフトウェアのインストール」 
（20 ページ）をご覧ください。

前のコンピューターのインストール時と同じオプショ
ンを選択してインストールを行う必要があります。

3 マネジメントソフトウェアを起動する。

簡単設定ウィザードが自動的に起動します。

◆ マネジメントソフトウェアの起動については「マネジメン
トソフトウェアを起動する」 （20 ページ）を、簡単設定
ウィザードについては「簡単設定ウィザードによるシステ
ムの設定」 （21 ページ）をご覧ください。

4 簡単設定ウィザードのデータフォルダーの設定で、手
順 1 でバックアップデータをコピーしたフォルダーを
指定する。

5 ［OK］をクリックする。

簡単設定ウィザードによる設定作業はここで中断され、
マネジメントソフトウェアのメインウィンドウが表示
されます。
これで、以前と同様にシステムの運用を行うことがで
きます。

マネジメントソフトウェ
アをアンインストールす
る

マネジメントソフトウェアは、次の手順でアンインストー
ルできます。

Windows のタスクバーにある［スタート］をクリックし、
［プログラム］、［Sony］、［サイネージプレーヤーマネジメ
ントソフトウェア］、［サイネージプレーヤーマネジメント
ソフトウェアの削除］を順番にクリックする。

アンインストールのプログラムが起動されます。表示され
るウィザードのメッセージに従って、マネジメントソフト
ウェアをアンインストールしてください。

• 作成したデータは、アンインストール時に削除されませ
ん。データフォルダーとそのサブフォルダーを手動で削
除してください。
アンインストール前にマネジメントソフトウェアのメイ
ンウィンドウにあるメニューバーで［ファイル］をク
リックし、表示されるメニューで［データフォルダーを
開く］を選択すると、データフォルダーのウィンドウを
開くことができます。

• Windows からの確認のメッセージが表示されたら、［続
行］または［許可］をクリックしてください。

ご注意

ご注意
マネジメントソフトウェアをアンインストールする 73
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用語解説

エクスポート
配信のためにデータを USB メモリー
に書き出すこと。ネットワークに接続
されていないプレーヤーに対して行わ
れる。
スケジュールがエクスポートされる
と、そのスケジュールの再生に必要な
プレイリストとコンテンツも自動的に
USB メモリーにコピーされる。
また、システムの導入時に実行する簡
単設定ウィザードや設定ウィンドウで
指定した設定値も、スケジュールやプ
レイリストのエクスポート時に同時に
USB メモリーに書き出され、プレー
ヤーに接続したときにコピーされる。

機器制御コマンド
プレーヤーやディスプレイを制御する
ためのコマンド。
プレーヤーを制御するコマンドもディ
スプレイを制御するコマンドも、あら
かじめマネジメントソフトウェアに登
録されており、スケジュールに組み込
むことによって、オーディオ出力レベ
ルの調整やディスプレイの電源オン／
スタンバイ状態、入力切換などを行う
ことができる。

コンテンツ
マネジメントソフトウェアに登録され
ている、動画、静止画、テロップ、
BGM および機器制御コマンドのデー
タ。
再生順に並べてプレイリストやスケ
ジュールを作成する。
動画、静止画、BGM はプレイリスト
で、テロップと機器制御コマンドはス
ケジュールで使用する。

スケジュール
再生するプレイリストやテロップコン
テンツを指定した一日単位の時間割の
ようなリスト形式のデータ。
機器制御コマンドもスケジュールに指
定することができる。
スケジュールには、使用される期間と
曜日の情報も指定されて保存される。

スケジュールの開始時刻および終了時
刻は、機器制御コマンドの
DisplayOn.xml コマンドおよび
DisplayStandby.xml コマンドで設定す
る。

スケジュール起点時刻
簡単設定ウィザードで指定される設定
項目のひとつ。
一日のスケジュール（タイムテーブ
ル）の始まりの時刻の設定で、その時
刻から 24 時間がスケジュール上の

「一日」となる。このとき、スケ
ジュールデータの日付は、起点時刻の
日となる。
スケジュール起点時刻をまたいでコン
テンツを再生するスケジュールを作成
することはできない。

静止画切替効果
プレイリストの設定のひとつ。プレイ
リスト上の隣り合った静止画の切り換
えにエフェクトを使用するかどうかを
指定する。
切り換えの速さは「遅い」と「速い」
のいずれかを選択することができる。
この設定はプレイリストごとに指定す
るもので、指定したプレイリストのす
べての静止画に適用される。

デフォルトコンテンツ
スケジュール再生中のプレーヤーで、
プレイリストが指定されていない時間
帯に再生するプレイリスト。
プレイリストを編集して保存する際
に、［保存してデフォルトコンテンツ
として配信］ボタンにより設定する。

配信
スケジュールや設定値をプレーヤーに
送ること。
スケジュールが配信されると、そのス
ケジュールの再生に必要なプレイリス
トとコンテンツも自動的に配信され
る。

配信の方法にはネットワークを使用す
る方法と USB メモリーを使用する方
法の 2 種類がある。
ネットワークを使用する場合、実際に
はマネジメントソフトウェアからプ

レーヤーにデータが送信されるのでは
なく、各プレーヤーがコンピューター
からデータをダウンロードする。
USB メモリーを使用する場合、コン
ピューターの USB ポートに接続され
た USB メモリーにデータがエクス
ポートされる。そのデータは USB メ
モリーをプレーヤーの USB ポートに
接続したときに、プレーヤーのスト
レージに自動的にコピーされる。

プレイリスト
再生順にコンテンツを指定したデー
タ。
作成したプレイリストに、再生を行う
時間帯、期間、曜日といったスケ
ジュール情報を添付して配信すること
ができる。
また、複数のプレイリストやテロップ
コンテンツ、機器制御コマンドを組み
合わせてスケジュールを作成すること
もできる。

プレーヤー
デジタルサイネージプレーヤー
VSP-BZ10 を指す。
マネジメントソフトウェアから配信さ
れたコンテンツをストレージに保存
し、指定されたスケジュールとプレイ
リストに従って、自動的に再生するこ
とができる。

レイアウト
表示効果がスクロールまたは固定と
なっているテロップコンテンツの表示
位置（Y 座標）。

レイヤー
プレーヤーが持つ動画･静止画用とテ
ロップ用の 2 つの基本表示層、および
割り込み再生に使用される特別な表示
層を指す。
用語解説
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プレーヤーはプレイリストに従い、各
レイヤーでそれぞれひとつずつコンテ
ンツを再生する。
割り込み再生用の特別なレイヤーは、
他のレイヤーの手前にあり、静止画を
使用した割り込み再生に使用される。
各レイヤーは、図のように重ねて表示
される。（図中の番号は各レイヤーの
重ね順）

割り込み再生
スケジュール再生を行っているプレー
ヤーにコンテンツを配信し、直ちに再
生させる機能。ニュース速報など緊急
性のある情報を表示させる場合に使用
される。
テロップコンテンツを指定して割り込
み再生を行うと、プレーヤーで再生中
のテロップが指定したものに置き換わ
る。テロップが再生されていない場合
は、一番手前に指定したテロップコン
テンツが表示される。その他のコンテ
ンツの再生は、そのまま続行される。
静止画を指定して割り込み再生を行う
と、特別な「割り込みレイヤー」上で
指定したコンテンツが再生される。こ
のレイヤーは他のレイヤーの手前にあ
るため、プレーヤーでスケジュール再
生されていたコンテンツは、割り込み
レイヤー上の静止画の背後に隠れて見
えなくなる。

割り込み（2）

動画または静止画（1）

テロップ（3）
用語解説 75
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