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安全のために
ソニーの製品は安全に充分配慮して設計されています。
しか
し、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電な
どにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危
険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

警告表示の意味
取扱説明書および製品で
は、次のような表示をして
います。表示の内容をよく
理解してから本文をお読み
ください。

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。
この表示の注意事項を守ら

定期点検をする
5 年に 1 度は、
お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に点

ないと、健康を害するおそ
れがあります。

検をご依頼ください（有料）。
この表示の注意事項を守ら

故障したら使わない
すぐに、
お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡く
ださい。

ないと、感電やその他の事
故によりけがをしたり周辺
の物品に損害を与えたりす
ることがあります。

万一異常が起きたら

注意を促す記号

･ 煙が出たら
･ 異常な音、においがしたら
･ 内部に水、異物が入ったら
･ 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは
m

行為を禁止する記号

1 電源を切る。
2 電源コードや接続コードを抜く。
3 お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に連絡する。

行為を指示する記号
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安全のために

内部を開けない

表示された電源電圧で使用する
製品の表示と異なる電源電
圧で使用すると、
火災や感電
の原因になります。
日本国内では 100 V でお
使いください。

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿
気、ほこりの多い場所では設置･使用
しない
上記のような場所やこの取
扱説明書に記されている使
用条件以外の環境に設置す
ると、火災や感電の原因とな
ります。

付属の電源コードや AC アダプター
以外は使用しない
火災や感電の原因となりま
す。
AC アダプター本体の形
状が同じものもありますの
で、
ご注意ください。

電源コードのプラグおよびコネク
ターは突き当たるまで差し込む
真っ直ぐに突き当たるまで
差し込まないと、
火災や感電
の原因となります。

内部には電圧の高い部分が
あり、
キャビネットや裏ぶた
を開けたり改造したりする
と、
火災や感電の原因となる
ことがあります。
内部の調整
や設定、点検、
修理はお買い
上げ店またはソニーのサー
ビス窓口にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感
電の原因となることがあり
ます。
万一、
水や異物が入ったとき
は、
すぐに電源を切り、
電源
コードや接続コードを抜い
て、
お買い上げ店またはソ
ニーのサービス窓口にご相
談ください。

電源コードや AC アダプターを傷つ
けない
電源コードや AC アダプ
ターを傷つけると、
火災や感
電の原因となることがあり
ます。
･ 設置時に、製品と壁や
ラック、棚などの間に、
はさみ込まない。
･ 電源コードや AC アダプ
ターを加工したり、
傷つ
けたりしない。
･ 重いものをのせたり、
引っ張ったりしない。
･ 電源コードや AC アダプ
ターを抜くときは、
必ず
プラグをもって抜く。
万一、
電源コードや AC アダ
プターが傷んだら、
お買い上
げ店またはソニーのサービ
ス窓口に交換をご依頼くだ
さい。

警告
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ぬれた手で電源プラグや AC アダプ
ターをさわらない
ぬれた手で電源プラグや
AC アダプターを抜き差し
すると、
感電の原因となるこ
とがあります。

接続の際は電源を切る
電源コードや接続コードを
接続するときは、電源を切っ
てください。
感電や故障の原
因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って電源
プラグを抜く
電源を接続したままお手入
れをすると、
感電の原因とな
ることがあります。

移動の際は電源コードや接続コード
を抜く
コード類を接続したまま本
機を移動させると、
コードに
傷が付いて火災や感電の原
因となることがあります。

分解や改造をしない
分解や改造をすると、
火災や
感電、
けがの原因となること
があります。
内部の点検や修理は､お買い
上げ店またはソニーのサー
ビス窓口にご依頼ください。

不安定な場所に設置しない
ぐらついた台の上や傾いた
ところに設置すると、
倒れた
り落ちたりしてけがの原因
となることがあります。ま
た、設置・取り付け場所の強
度を充分にお確かめくださ
い。
本機を縦置きするときは、付
属の縦置きスタンドを使用
してください。
付属の縦置き
スタンドを使用しないと、本
機が倒れてけがをすること
があります。

通気孔をふさがない
通気孔をふさぐと内部に熱
がこもり、火災や故障の原因
となることがあります。風通
しをよくするために次の項
目をお守りください。
･ 密閉された狭い場所に押
し込めない。
･ 毛足の長い敷物
（じゅう
たんや布団など）
の上に
設置しない。
･ 布などで包まない。
･ あお向けや横倒し、逆さ
まにしない。

コード類は正しく配置する
電源コードや接続ケーブル
は、足に引っかけると本機の
落下や転倒などによりけが
の原因となることがありま
す。
充分注意して接続・配置して
ください。
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注意

製品の上に乗らない、重いものを乗
せない
倒れたり、
落ちたり、
壊れた
りして、
けがの原因となるこ
とがあります。

その他安全上のご注
意
警告
設置の際には、容易にアクセスできる
固定配線内に専用遮断装置を設ける
か、使 用 中 に、容 易 に 抜 き 差 し で き
る、機器に近いコンセントに電源プラ
グを接続してください。
万一、異常が起きた際には、専用遮断
装置を切るか、電源プラグを抜いてく
ださい。

重要
機器の名称と電気定格は、底面に表示
されています。

注意
日本国内で使用する電源コードセット
は、電気用品安全法で定める基準を満
足した承認品が要求されます。
ソニー推奨の電源コードセットをご使
用ください。

その他安全上のご注意
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本機を使ってできること
とにかく簡単にデジタルサイネージを始
めたい
SDHC メモリーカードを挿入するだけ
でコンテンツを再生できます。
, 本書「コンテンツを再生する」
「コンテンツをコピーする」
･ SDHC メモリーカードのコンテンツ再生をコンピューターで制御する場合は、「サイ
ネージウェブマネージャーを使う」をご覧ください。

6

本機を使ってできること
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使用上のご注意
･ 本機の仕様は、改良のため予告なく変
更することがありますが、ご了承くだ
さい。
･ アプリケーションソフトウェアは、こ
の取扱説明書の画面と一部異なる場
合があります。
･ 安全のため、該当ポートに過電圧が加
わるおそれのないネットワークに接
続してください。
･ このマニュアルに記載されている操
作方法は、下記の環境下でのみ動作を
保証しています。
オペレーティングシステム：
− Windows XP Professional
Service Pack3 (32bit) 日本語
版／英語版
− Windows Vista Business
Service Pack2 (32bit/64bit) 日
本語版／英語版
− Windows 7 Professional
Service Pack1 (32bit/64bit) 日
本語版／英語版
ブラウザー：
Microsoft Internet Explorer 7.0、
8.0
ウェブサーバー：
− Apache HTTP Server 2.2.17
− Microsoft Internet Information
Services 7.5

･ 本機は FAT32 ファイルシステムで
フォーマットされた、SDHC メモ
リーカードのみ使用できます。
･ ACCESS インジケーターが緑色に点
滅または点灯中は、データの読み込み
中、書き込み中です。データの読み込
み中、書き込み中に USB メモリーを
取り出した場合、データが破損したり
USB メモリーそのものが使用できな
くなったりすることがあります。
･ データの読み込み中、書き込み中に
SDHC メモリーカードを取り出した
り、電源コードを抜いた場合、デー
タが破損したり SDHC メモリーカー
ドそのものが使用できなくなったり
することがあります。このような場
合は、Windows の CHKDSK コマ
ンドを使って SDHC メモリーカード
をチェックしてください。問題が検
出された場合は、CHKDSK コマン
ドで修復を行うか、フォーマットし
直してください。
･ ネットワーク上の安全のために、ユー
ザー名とパスワードを設定して使用
することを推奨します。設定方法につ
いて詳しくは「サイネージウェブマ
ネージャーを使う」の「Setup 画面」
をご覧ください。
･ ブラウザー経由で行えることはサイ
ネージウェブマネージャーの機能と
なります。
･ 本機は事前に現在の日時を設定する
必要があります。下記の 2 つのうち、

◆Microsoft、Windows、Windows Vista および Internet Explorer は、米国 Microsoft
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
◆SD ロゴは商標です。
◆SDHC ロゴは商標です。
◆その他記載された商品名、会社名などは、各社の商標または登録商標です。
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使用上のご注意

いずれかの方法で設定を行ってくだ

接続すると、緑色の画面が表示される

さい。

ことがあります。

− サイネージウェブマネージャーで
NTP Server、Time Zone を設
定する

◆設定について詳しくは、「サイネージ
ウェブマネージャーを使う」の
「Player 画面」をご覧ください。

c設定方法について詳しくは「サ
イネージウェブマネージャーを
使う」の「Player 画面」の
「Settings」の「NTP
Server」
、「Time Zone」をご
覧ください。
− サイネージウェブマネージャーで
日時を設定する
c設定方法について詳しくは「サ
イネージウェブマネージャーを
使う」の「Setup 画面」の
「Time」をご覧ください。
･ 工場出荷時は、出力モードに「AVOUT
Auto」が設 定され、IP ア ドレスは
DHCP で自動取得するように設定さ
れています。HDMI 入力端子のない
ディスプレイと接続する場合は、付属
の CD-ROM からサイネージプレー
ヤーマネジメントソフトウェアをイ
ンストールし、簡単設定ウィザードで
次のように設定してください。
− USB メモリー運用を行うプレー
ヤーとして登録する
− 映像出力に「AVOUT 自動」以外
のモードを設定する
◆設定について詳しくはユーザーガイド
をご覧ください。

･ RGB ケーブルでディスプレイと接続
する場合は、出力モードに「AVOUT
Auto」以外のモードを設定してくだ
さい。
「AVOUT Auto」を設定した状
態で RGB ケーブルでディスプレイと

使用上のご注意
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このマニュアルにつ
いて
このマニュアルでは、ディスプレイに
本機を接続して使用する場合の操作に
ついて説明しています。
◆本機の接続方法については、本機に付属
の設置説明書をご覧ください。
◆動作確認済みメディア（SDHC メモリー
カード、USB メモリー）については、付
属の動作確認済みメディアリストまたは
CD-ROM（Software & Manuals for
Digital Signage Player）にある動作確
認済みメディアリスト
（Media̲List.pdf）をご覧ください。
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このマニュアルについて

各部の名称と働き
前面

a スタンバイインジケーター

b 1（スタンバイ）ボタン

本機の状態に応じて次の色で点灯また

ボタンを 3 秒以上押すと、本機がスタ

は点滅します。

ンバイ状態になります。再度ボタンを

状態

意味

押すと、本機が起動します。

オレンジ色に 電源投入時

c INFO ボタン

点灯

ファームウェアバージョン、IP アドレ

赤色に点滅

電源投入後、スタンバイ

ス、現在の時刻、シリアル番号をディ

へ移行中

スプレイに表示します。

赤色に点灯

スタンバイ状態

INFO ボタンは、スタンバイインジ

緑色に点滅

プレーヤー動作準備中、

ケーターが緑色に点灯しているときに

またはプレーヤー動作状

押してください。

態からスタンバイへ移行
緑色に点灯

中

d ACCESS インジケーター

プレーヤー動作中

USB メモリーへのアクセス中に緑色に
点灯します。

各部の名称と働き

11

e

（USB）端子

f SDHC メモリーカードスロット

サイネージプレーヤーマネジメントソ

SDHC メモリーカードを挿入します。

フトウェアで USB メモリーを使用し

SDHC メモリーカードを挿入する前

て配信する場合に、USB メモリーを挿

に、必ず「使用上のご注意」（8 ペー

入します。

ジ）をご覧ください。
なお、本書では「メモリーカードス
ロット」と表記しています。

背面

a ケーブルタイホルダー取り付け穴

b 12V 端子

電源コードや HDMI ケーブルを本機に

電源コードを接続します。

固定する場合に、ケーブルタイホル
ダーを取り付けます。ケーブルタイホ

c REMOTE OUT 端子

ルダーに市販のケーブルタイなどを図

RS-232C ケーブルで RS-232C 端子

のように取り付けて固定してください。

付きのディスプレイに接続します。

ケーブルタイは、厚さ 1.9 mm 以下、

d LAN（10/100）（ネットワー
ク）端子（10BASE-T/
100BASE-TX）

幅 3.8 mm 以下のものを用意してくだ
さい。

本機を 10BASE-T/100BASE-TX の
LAN ケーブルでネットワークに接続し
ます。
ご注意

安全のために、周辺機器を接続する際は、
過大電圧を持つ可能性があるコネクター
をこの端子に接続しないでください。接
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各部の名称と働き

続については本書の指示に従ってくださ
い。

e AV OUT 端子
HDMI ケーブルでディスプレイに接続
します。

コンテンツを再生す
る
静止画や動画、音声ファイルなどのコ
ンテンツが保存された SDHC メモ

f RGB OUT（アナログ）端子

リーカードを、本機のメモリーカード

RGB ケーブルでディスプレイに接続し

スロットに挿入することにより、コン

ます。

テンツをディスプレイで再生できます。
また、コンテンツ再生の詳細設定を行

g AUDIO OUT 端子

う場合は、
「サイネージウェブマネー

ステレオミニプラグケーブルでオー

ジャーを使う」をご覧ください。

ディオ機器に接続します。

h 盗難防止キー取り付け穴
市販の盗難防止キーを取り付けること

ご注意

USB メモリーに保存されたコンテンツの
再生はできません。

ができます。
盗難防止キーの使い方については、ご

1

入する。

使用になる盗難防止キーに付属の説明
書をご覧ください。

SDHCメモリーカードを本機に挿

2

電源コードを接続する。
本機の初期設定では、起動後に
SDHC メモリーカードに保存され
たコンテンツの再生が自動的に開始
します。

コンテンツの再生順について
本機は SDHC メモリーカード内の
データを検索し、本機での再生に対応
したファイルを ASCII コード順に再生
します。フォルダーにコンテンツが保
存されている場合、フォルダーの再生
順も ASCII コード順になります。

コンテンツを再生する
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ご注意

ファイル名、フォルダー名は ASCII

コンテンツをコピー
する

コード文字、日本語のみ保証します。

本機は、再生するコンテンツの記録メ

･ SDHC メモリーカードを抜き差しする

ディアとして SDHC メモリーカード

･ ファイル名、フォルダー名は ASCII
コード文字で付けることを推奨します。

前に、必ず「使用上のご注意」
（8 ペー

を使用します。コンテンツは、コン

ジ）をお読みください。

ピューターから SDHC メモリーカー
ドにコピーします。
本機に挿入して使用する SDHC メモ
リーカードに、コンピューターに保存
されているコンテンツを保存するとき
は、SDHC メモリーカードにフォル
ダーを作成してコンテンツを保存する
ことをおすすめします。フォルダー名
は自由に付けることができます。

1

新規のSDHCメモリーカードを用
意するか、本機に挿入されている
SDHC メモリーカードを取り出
し、コンピューターに挿入する。

2

SDHC メモリーカードに、本機で
再生するコンテンツを保存する。
SDHC メモリーカード内にサブ
フォルダーを作成する場合は、32
階層以内にしてください。

3

コンテンツをコピーしたSDHCメ
モリーカードを本機に挿入する。
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コンテンツをコピーする

ご注意

SCAnnnnnnn フォルダー（
「nnnnnnn」

ネットワーク機能を
使う準備をする

は本機のシリアル番号）が作成されてい

本機はネットワークに接続できます。

ます。このフォルダーを削除しないよう

本機をネットワークに接続して使用す

に注意してください。

るときは、次のどちらかの方法で本機

本機に挿入したことがある SDHC メモ
リーカードには、自動的に

の IP アドレスを設定します。IP アド
レスの割り当てについては、サーバー
の管理者にお問い合わせください。
･ 固定の IP アドレスを本機に設定する
通常はこの方法で使用することを推
奨します。
･ IP アドレスを自動取得する
ネットワーク上に DHCP サーバーが
ある場合に、本機の IP アドレスを
DHCP サーバーから自動的に取得し
て使用することもできます。
なお、IP アドレスの設定内容は
INFO ボタンを押すと表示されます。

固定の IP アドレスを本機に設
定する
本機には、サイネージウェブマネー
ジャー用の IP Address 1
（Controller）とコンテンツ再生機能用
の IP Address 2（Player）の 2 つの
IP Address が必要です。
出荷時には、IP Address 1、2 を
DHCP で取得するように設定されてい
ます。
DHCP 設定や IP アドレスを変更後、
出荷時の状態に戻したい場合は、本機
を初期化してください。

ネットワーク機能を使う準備をする
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サイネージウェブマネージャー用
の IP Address 1（Controller）
を設定する

6 「Network」ボタンをクリックす
る。

7 「Internet Protocol（TCP/IP）」

まず、IP Address 1 を設定します。

で、
「Specify IP addresses」

ここで設定した IP アドレスは、ネット

をクリックしてから、

ワーク上のコンピューターからサイ

｢ IP Address 1 ｣入力欄に IP

ネージウェブマネージャーを呼び出す

Address 1 を入力する。

ときに使用します。

1

8 「Apply」ボタンをクリックする。
本機とコンピューターをネット
ワークに接続する。

2

電源コードを接続し、3 分ほど待

ザーにエラーが表示されます。新しく

つ。

設定した IP Address 1 をブラウザー

ご使用のネットワーク環境によって
は、3 分以上かかる場合がありま
す。

3
4

IP Address 1 を変更すると、ブラウ

のアドレスに入力してください。
続いて、IP Address 2 を設定します。

動する。

コンテンツ再生機能用の IP
Address 2（Player）を設定する

アドレスに「

1

コンピューターのブラウザーを起

動する。

xxx.xxx.xxx.xxx（IP Address
1（Controller）
）」と入力し、
キーボードの Enter キーを押す。

コンピューターのブラウザーを起

2

アドレスに「
xxx.xxx.xxx.xxx（IP Address
1（Controller）
）」と入力し、

ヒント

プレーヤーの INFO ボタンを押すと、
設定されている IP アドレスを確認で
きます。

5 「Setup」タブをクリックする。
Network Password（ネットワー
クパスワード）を設定するための画
面が表示されます。詳しくは、「サ
イネージウェブマネージャーを使
う」の「Setup 画面」をご覧くだ
さい。
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キーボードの Enter キーを押す。

3 「Setup」タブをクリックする。
Network Password（ネットワー
クパスワード）を設定するための画
面が表示されます。詳しくは、「サ
イネージウェブマネージャーを使
う」の「Setup 画面」をご覧くだ
さい。

4 「Network」ボタンをクリックす
る。

5 「Internet Protocol（TCP/IP）」

面が表示されます。詳しくは、
「サ

で、
「Specify IP addresses」

イネージウェブマネージャーを使

をクリックしてから、

う」の「Setup 画面」をご覧くだ

｢ IP Address 2 ｣入力欄に IP

さい。

Address 2 を入力する。

6 「Network」ボタンをクリックす
る。

6 「Apply」ボタンをクリックする。

7 「Internet Protocol（TCP/IP）」
で、「Obtain IP addresses

IP アドレスを自動取得する

automatically (DHCP)」をク

次のように設定することにより、本機

リックする。

はネットワーク上の DHCP サーバー
から IP アドレスを自動的に取得しま

8 「Apply」ボタンをクリックする。

す。

1

ご注意

本機とコンピューターをネット
ワークに接続する。

2

電源コードを接続し、3 分ほど待
つ。

3

ドレスが取得できない場合があります
（その場合、IP Address 1、2 には
Auto IP Address が設定されます。
Auto IP Address とは、DHCP サー

ご使用のネットワーク環境によって

バーがないネットワークで、機器が他の

は、3 分以上かかる場合がありま

機器と重複しないように自動で割り振ら

す。

れた IP アドレスを指します）。ルーター

コンピューターのブラウザーを起
動する。

4

ご使用のルーターによっては正しく IP ア

の仕様、動作を確認してからご使用くだ
さい。

xxx.xxx.xxx.xxx（IP Address

自動取得した IP アドレスを確認す
る

1（Controller）
）」と入力し、

IP アドレスを自動取得してサイネージ

キーボードの Enter キーを押す。

ウェブマネージャーを呼び出すには、

アドレスに「

次の方法で自動取得した IP アドレスを
ヒント

確認します。IP アドレスは、本機の電

プレーヤーの INFO ボタンを押すと、

源を入れるたびに変わることがありま

設定されている IP アドレスを確認で

すので、本機の電源を入れ直したとき

きます。

は常にこの方法で IP アドレスを確認す

5 「Setup」タブをクリックする。
Network Password（ネットワー

る必要があります。

1

本機をディスプレイに接続する。

クパスワード）を設定するための画
ネットワーク機能を使う準備をする
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2

1 ボタンを押して本機を起動した
後、INFO ボタンを押す。

3

ディスプレイ上のダイアログに表
示されている IP アドレスを確認
する。

サイネージウェブマ
ネージャーを使う
本機がディスプレイに正しく接続され
ていること、本機、コンピューター、
ルーターまたはハブがネットワーク
ケーブルで接続されていることを確認
し、本機、ディスプレイ、コンピュー
ター、ルーターまたはハブの電源を入
れてください。サイネージウェブマ
ネージャーは、機能別にタブが分かれ
ています。

1

コンピューターのブラウザーを起
動する。

2

アドレスに「
xxx.xxx.xxx.xxx（IP Address
1（Controller）
）」と入力し、
キーボードの Enter キーを押す。

3

画面上部の機能タブをクリックし
て表示したい画面を選ぶ。

ご注意

複数のコンピューターからサイネージ
ウェブマネージャー（同一 IP Address
1）へのアクセスは行わないでください。
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コンテンツ再生の設定をする
Player 画面
この画面では、コンテンツの再生に関
する設定を行います。

POWER

本機のメモリーカードスロットに挿入
した SDHC メモリーカードに保存さ
れているコンテンツを、ディスプレイ
で再生するための設定を行います。
ご注意

「Local Playout」で再生できるファイル
数は最大 1000 ファイルです。また、1
ファイルの最大容量は 2 GB になります。
1000 ファイル以上あるフォルダーを指
定した場合は、再生されません。

Play
「Play file/folder name」で指定した
コンテンツ、またはフォルダー内のコ
ンテンツの再生を開始します。再生中
は「Play」ボタンが点灯しますが、コ
ンテンツの再生が終了しても、点灯は
自動では消灯しません。もう一度再生
POWER（電源）

したい場合は「Stop」ボタンをクリッ

プレーヤーの電源の入／切を切り換え

クしてから「Play」ボタンをクリック

ます。

してください。

Refresh（更新）
画面上の情報を最新の状態に更新しま
す。
Local Playout

コンテンツのダウンロード中は、
「Play」ボタンが無効となります。
Stop
「Play」ボタンをクリックして開始し
たコンテンツの再生を停止します。
Play file/folder name
本機のメモリーカードスロットに挿入
されている SDHC メモリーカードの
コンテンツの再生場所を指定します。
テキストボックスにファイルまたは
フォルダーの場所を入力するか、
「Browse」ボタンをクリックして表示
される画面でファイルまたはフォル
ダーの場所を指定します。フォルダー
を指定した場合は、その下のサブフォ
ルダー内のコンテンツも再生されます。
サイネージウェブマネージャーを使う
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指定できるのは、静止画・動画となり

Still Image Duration

ます。1000 ファイル以上あるフォル

次のコンテンツに表示を切り換えるま

ダーを Browse で指定した場合は、

での間隔を指定します。

1000 件までリスト表示します。

静止画のみ有効で、動画は再生時間が

フォルダーの場所を指定する場合は、

優先されます。

必ず最後に「/」を入力してください。
すでに同じ名前のファイルがある場合
は、その名前をフォルダー名に指定す
ることはできません。
ご注意

本機は ASCII コードに従ってファイルを
再生します。ファイル名、フォルダー名
は ASCII コード文字で付けることを推奨

コンテンツ再生時に同時に再生する
オーディオ（BGM）を指定します。
オーディオ（BGM）として指定できる
のは、本機のメモリーカードスロット
に挿入されている SDHC メモリー
カード内の音楽ファイル（または音楽
ファイルが保存されてるフォルダー）

します。

のみです。フォルダーを指定した場合

ファイル名、フォルダー名は ASCII コー

は、その下のサブフォルダー内の音楽

ド文字、日本語のみ保証します。

ファイルも再生されます。

Repeat
「Play file/folder name」に指定され
たコンテンツまたはフォルダー内のコ
ンテンツを繰り返し再生するときに、
このチェックボックスをチェックしま
す。

ファイル名を入力するか、フォルダー
名を入力してから「Browse」ボタン
をクリックして表示される画面でファ
イルまたはフォルダーを指定します。
オーディオは自動的にリピート再生さ
れます。オーディオは、「Play ﬁle/
folder name」を空欄にすることで、

Auto Start

単独で再生することができます。本機

電源コードを接続したときに、自動的

でオーディオを単独で再生する場合は、

にコンテンツの再生を開始するかどう

ディスプレイは黒画になります。

かを指定します。ディスプレイの ON

1000 ファイル以上あるフォルダーを

タイマー機能と組み合わせることで、

「Browse」で指定した場合は、1000

スケジュール再生が可能です。

件までリスト表示します。

コンテンツの自動再生を有効にすると

フォルダーの場所を指定する場合は、

きは、このチェックボックスをチェッ

必ず最後に「/」を入力してください。

クします。本機のメモリーカードス

すでに同じ名前のファイルがある場合

ロットに挿入されている SDHC メモ

は、その名前をフォルダー名に指定す

リーカード内のコンテンツを自動再生

ることはできません。

します。
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Check to use background music

Content Download

during video playback (video
audio will be muted)
このチェックボックスをチェックする
と、順次再生されるファイルの中に動
画が含まれている場合に、その動画の
再生時もオーディオ（BGM）が有効に
なり、動画に含まれる音声は消音され
ます。
無音の動画ファイルにオーディオ
（BGM）を指定し、本設定をチェック
した場合もオーディオ（BGM）が有効
になります。
ご注意

Content Server Setting

フォルダーを指定した場合は、次の点に

Web/HTTP サーバーに保存されてい

ご注意ください。

るコンテンツをダウンロードし、本機

･ 再生できるファイル数は最大 1000

のメモリーカードスロットに挿入され

ファイルです。また、1 ファイルの最

ている SDHC メモリーカードに保存

大容量は 2 GB になります。

します。

1000 ファイル以上あるフォルダーを

ダウンロードできるファイル数は最大

指定した場合は、再生されません。

1000 ファイルです。また、1 ファイ

･ 本機は ASCII コードに従ってファイル
を再生します。ファイル名、フォル
ダー名は ASCII コード文字で付けるこ
とを推奨します。
ファイル名、フォルダー名は ASCII
コード文字、日本語のみ保証します。

Apply
この画面の設定内容を保存します。

ルの最大容量は 2 GB になります。ダ
ウンロード後に SDHC メモリカード
内のフォルダー構成が 33 階層を超え
る場合は、ダウンロードできません。
Address
Web/HTTP サーバーのアドレスを入
力します。Web/HTTP サーバーのア
ドレスの先頭に「http://」は付けない
でください。
Port
Web/HTTP サーバーのポート番号を
入力します。

サイネージウェブマネージャーを使う
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User

Download To (SD Memory Card)

Web/HTTP サーバーにアクセスする

本機のメモリーカードスロットに挿入

際、認証が必要な場合はユーザー名を

した SDHC メモリーカードの保存場

入力します。

所を指定します。

Password

テキストボックスにフォルダーの場所

Web/HTTP サーバーにアクセスする
際、認証が必要な場合はパスワードを
入力します。
File/Folder Setting
「Address」で指定した Web/HTTP

を入力するか、「Browse」ボタンをク
リックして表示される画面でフォル
ダーの場所を指定します。1000 ファ
イル以上あるフォルダーを「Browse」
で指定した場合は、1000 件までリス
ト表示し、右下にエラーコードが表示

サーバーのコンテンツのダウンロード

されます。

元、ダウンロードしたコンテンツの保

既に同じ名前のファイルがある場合は、

存場所を指定します。

その名前をフォルダー名に指定するこ

Download From (Server)

とはできません。

テキストボックスにファイルまたは
フォルダーの場所を入力するか、
「Browse」ボタンをクリックして表示
される画面でファイルまたはフォル
ダーの場所を指定します。1000 ファ
イル以上あるフォルダーを「Browse」
で指定した場合は、1000 件までリス
ト表示し、右下にエラーコードが表示
されます。
既に同じ名前のファイルがある場合は、
その名前をフォルダー名に指定するこ

Store

とはできません。

コンテンツのダウンロードを開始しま
す。

ご注意

･ フォルダー内に「index.html」という
ファイルが存在する場合、フォルダー
内のファイルまたはフォルダーは表示
されません。フォルダー名の最後に「#
（半角シャープ）
」
、「˜（半角チルダ）
」が
存在する場合は、表示されません。
･ ファイル名、フォルダー名に URL エス
ケープが必要な文字が含まれる場合は、
URL エスケープ表記で入力してください。
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コンテンツの再生中は「Store」ボタ
ンが無効になりますので、再生を停止
してから実行してください。
ご注意

「Store」ボタンをクリックしてダウン
ロードしたコンテンツは、自動的には削
除されません。削除するには、次のどち
らかの操作を行ってください。

･ 本機の電源コードを抜いてから SDHC
メモリーカードを取り出し、コン
ピューター上でコンテンツを削除する。

ご注意

･「Scheduled Download」の設定を行
うときは、あらかじめ「Setup」画面

･「Scheduled Download」を「On」に

で時刻の設定をしておいてください。

し、
「Check to clear the local folder

･ ファイルのダウンロード中に、本機の

before download」チェックボックス

電源を切らないでください。ファイル

をチェックして、スケジュールダウン
ロードを実行する。

のダウンロードが正常に行われません。
･ SDHC メモリーカードの容量がいっぱ

Scheduled Download

いになると、本機能はエラーになり新

コンテンツを Web/HTTP サーバーか

しいコンテンツの自動ダウンロードが

ら本機に挿入されている SDHC メモ

できなくなります。エラーの表示方法

リーカードに定期的にダウンロードす
る機能です。曜日、時間、間隔を設定
できます。

は、
「Player 画面」の「Display
Message」、「Setup 画面」の「Mail
Report」をご覧ください。

「Scheduled Download」実行中はコ
ンテンツの再生が停止されます。
Check to clear the local folder
before download
このチェックボックスをチェックする
と、Web/HTTP サーバーからのダウ
ンロードを開始する前に、SDHC メモ
リーカード内の（
「Download To (SD
Memory Card)」で指定した）フォル
ダー内のファイルがすべて削除されま
す。このチェックボックスのチェック
をはずしているときは、Web/HTTP
サーバーからダウンロードされるコン
テンツと同じ名前のファイルが SDHC
メモリーカードに保存されていた場合、
必ず上書きされます。
「Download To (SD Memory Card)」
で保存場所を変更した場合、この
チェックボックスをチェックしていて
も、変更前のフォルダー内のファイル
は削除されません。

サイネージウェブマネージャーを使う
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Settings

･ Schedule Local Playout
外部ソフトウェアを使用して本機を
操作する方式。
ご注意

再生方式を Schedule Local Playout か
ら Local Playout に切り換えた場合は、
SDHC メモリーカードをフォーマットし
てから、コンテンツをコピーしてくださ
い。

Start Screen
本機の起動時の画面を横表示
（Landscape）または縦表示
（Portrait）のどちらにするかを設定し
ます。
Display Message
Display（Info only）
USB メモリーを接続した場合に、ス
テータス情報をディスプレイに表示
します。
Off
ディスプレイにステータス情報を表
示しません。
USB Port Activate
本機に USB メモリーを接続した際、
USB メモリーの認識をする（on）・し
ない（oﬀ）を設定します。
oﬀ にした場合、USB メモリーを認識
Play Select
再生方式を選択します。
･ Local Playout
サイネージウェブマネージャーを使

しなくなるため注意が必要です。
Proxy Server
本機がアクセスする Proxy Server の
設定をします。

用して、SDHC メモリーカード内の

Address

コンテンツを再生する方式。

Proxy Server のアドレスを入力しま
す。Proxy Server のアドレスの先頭
に「http://」は付けないでください。
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Port

Time Zone

Proxy Server のポート番号を入力し

本機のタイムゾーン（共通の標準時

てください。

を使う地域全体の時間帯）を設定し

User

ます。

Proxy Server にアクセス可能なユー
ザー名を入力してください。
Password
Proxy Server に認証が必要な場合は
パスワードを入力してください。
Connect
このボタンをクリックすると、
Proxy Server との通信を行います。
Connect 中はダイアログボックスが
表示され、通信の状態を確認できま
す。
Player Access
本機がマネジメントソフトウェアの動
作しているコンピューターと通信を行
う際に使用するパスワードを設定しま
す。このパスワードは、USB 運用プ
レーヤーの場合にも使用されます。出
荷時は次のように設定されています。
ID: bz10̲user
Password: bz10ad
NTP Server
本機がアクセスする NTP Server の設
定をします。
本項目の設定を変更した場合は、本機
を再起動してください。
Address
NTP Server のアドレスを入力しま
す。NTP Server のアドレスの先頭
に「http://」は付けないでください。

リストボックスで、本機が設置され
ている地域のタイムゾーンを選択し
てください。
Daylight Saving Time
夏時間を使用する場合（on）、しない
場合（oﬀ）を設定します。
「Daylight Saving Time」は本機の
時刻設定に対してのみ反映されます。
Connect
このボタンをクリックすると、NTP
Server との通信が開始します。
Connect 中はダイアログボックスが
表示され、通信状態を確認できます。
Playout Mode
出力モードを指定します。
AVOUT Auto、HD15 1080p60、
HD15 1080p50、HD15
720p60、HD15 720p50 のいずれ
かを選択します。
本項目の設定を変更した場合は、本機
を再起動してください。
On Screen Clock
ディスプレイへの時刻表示の設定をし
ます。
Display
現在時刻の表示方法を設定します。
oﬀ、24H、12H (AM/PM) のいず
れかを指定します。
Size
時刻表示の大きさを選択します。

サイネージウェブマネージャーを使う
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Position

Display 画面

時刻表示の位置を選択します。
Command Pull Settings

Control

大規模サイネージシステムを構築する
際に使用します。
詳しくは、お買い上げ店またはソニー
サービス窓口にお問い合わせください。

ディスプレイおよび本機の状態
表示・制御・設定を行う
Information 画面
POWER（電源）
ディスプレイの電源の入／切を切り換
えます。
INPUT（入力切り換え）
入力信号を切り換えます。
Refresh（更新）
画面上の情報を最新の状態に更新しま
す。
ご注意

電源を制御できるディスプレイの機種に
ついては、CD-ROM（Software &
Manuals for Digital Signage Player）

ディスプレイや本機について、
「Model
Name（モデル名）」や「Serial No.
（シリアル番号）
」などの情報や、
「Power（電源）
」や「Input（入力信
号）」などの現在の状態を表示します。
この画面は確認のみで、設定の変更は
できません。
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にあるスペックシートをご覧ください。

Timer

際には、本設定だけではなく、
「Player」画面の「Player Access」
のユーザー ID とパスワードを変更する
ことをおすすめします。

Owner Information

Timer（タイマー）
タイマーを設定します。
設定後「Apply」ボタンをクリックし
ます。
タイマーを設定すると、
「On Time」
に設定した時刻の 5 分前に起動を開始
し、接続されたディスプレイの電源を
入れます。

Owner（所有者）
所有者の情報を入力します。
Display（ディスプレイ設置場所）
ディスプレイの「Location（設置場

ご注意

所）
」を入力します。

「Timer」の設定を行うときは、あらかじ
め「Setup」画面で時刻の設定をしてお
いてください。

ご注意

入力する文字列にスペースは使用しない
でください。正しく表示されないことが

Setup 画面

あります。

Network Password（ネットワークパ

Memo（メモ）

スワード）を設定するための画面が表

メモを入力しておくことができます。

示されます。出荷時は、次のように設
定されています。
Name：root
Password：bz10ad
各画面で入力した情報、変更した設定
などは、各画面下方の「Apply」ボタ
ンをクリックすると反映されます。特
殊文字、日本語は使用できません。
サイネージプレーヤーマネジメントソ
フトウェアからのアクセスを防止する
サイネージウェブマネージャーを使う
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Time

Network

Time（時刻）

Internet Protocol (TCP/IP)（イン

現在日時を設定します。

ターネットプロトコル）

Power

「Specify IP addresses（IP アドレス
を手動で設定する）」を選び、各数値を
設定します。
「Obtain IP addresses
automatically (DHCP)（IP アドレス
を自動的に設定する）」を選び、
DHCP サーバーから IP アドレスを自
動取得することもできます。この場合、
本機の電源を入れるたびに IP アドレス
が変わる場合があることに注意してく
ださい。

Turn on with Display（ディスプレイ

本機は、サイネージウェブマネージャー

ディスプレイの電源を制御できる場合

とコンテンツ再生機能用に、それぞれ任

に、ディスプレイの電源を本機の電源

意の IP アドレスが 1 つずつ必要です。

と連動させます。

詳しくは「サイネージウェブマネー

Power on Playout（自動起動）
電源コードを接続したときに、1 ボタ
ンを押さなくても自動的にプレーヤー
を起動して、再生可能な状態にします。
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ご注意

電源と連動）

サイネージウェブマネージャーを使う

ジャー用の IP Address 1（Controller）
を設定する」をご覧ください。

Password

Mail Report

名前とパスワードを設定できます。
「Name」の初期値は「root」に設定さ
れています。ユーザー名とパスワード
を設定すると、サイネージウェブマ
ネージャーを呼び出したときに、
「Network Password（ネットワーク
パスワード）」入力画面が表示されるよ
うになります。ネットワーク上の安全

「Email Address」を設定し、下記の

のために、固有のユーザー名とパス

チェックボックスをチェックすると、

ワードを設定して使用することを推奨

エラーなどが発生した場合にメールで

します。

通知します（ステータス通知）
。
Address（送信先）
各テキストボックスに送信先のメール
アドレスを入力します。同時に 4 か所
に送信できます。
Mail Account（メールアカウント）
Mail Address（メールアドレス）
割り当てられたメールアドレスを入
力します。
Outgoing Mail Server (SMTP)
（送信メールサーバー）
メールサーバーのアドレスを設定し
ます。
SMTP サーバーのデフォルトポート
番号は 25 番となります。
サイネージウェブマネージャーを使う
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ご使用の SMTP サーバーのデフォル

ご注意

トポート番号が 25 番以外の場合は、

項目が設定されていないか、設定が正し

以下のように入力してください。

くない場合には、エラーメッセージが表

メールサーバーのアドレス : ポート番

示され、テストメールは送信できません。

号

Error Report（Display）

例）192.168.0.15:4649

ディスプレイのエラー発生時に、メー

Requires the use of POP

ルを送信します。「View」ボタンをク

Authentication before send

リックすると、メール送信されるディ

email (POP before SMTP)（メー

スプレイのエラーレポートのサンプル

ル送信に POP 認証が必要）

が参照できます。

SMTP サーバーに接続する際に

Error Report（Player）

POP 認証を行う必要がある場合、
チェックボックスをチェックしてく
ださい。
Incoming Mail Server (POP3)

プレーヤーのエラー発生時に、メール
を送信します。「View」ボタンをク
リックすると、メール送信される本機
のエラーレポートのサンプルが参照で

（受信メールサーバー）

きます。

「POP before SMTP」での POP 認

Status Report（Display）

証に使用する POP3 サーバーのアド
レスを入力します。
Account Name（アカウント名）
メールアカウントを入力します。
Password（パスワード）
メールパスワードを入力します。
Send test mail（テストメール送
信）
指定したアドレスにメールが送信さ
れるかどうか、テストメールを送信
できます。チェックボックスを
チェックして「Apply」ボタンをク
リックすると送信されます。

ディスプレイのステータスは、「Day
of week」、
「Time」
、「Interval」で設
定したタイミングで送信されます。
「View」ボタンをクリックすると、
メール送信されるディスプレイのス
テータスレポートのサンプルが参照で
きます。
ご注意

ステータスレポートは、
「Player」画面
の「Settings」の「Play Select」で
「Local Playout」を選択している場合に
のみ、使用してください。

Status Report（Player）
プレーヤーのステータスは、「Day of
week」、「Time」、
「Interval」で設定
したタイミングで送信されます。
「View」ボタンをクリックすると、
メール送信される本機のステータスレ
ポートのサンプルが参照できます。
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サイネージウェブマネージャーを使う

･ All
設定すると、発生した項目のすべて
の情報が送信されます。
･ Summary
設定すると、情報の一部と、発生し

SDHC メモリーカードが本機に挿入さ
れていた場合は、SCAnnnnnnn
（「nnnnnnn」は本機のシリアル番号）
フォルダー内のファイルおよびフォル
ダーがすべて削除されます。

た項目のステータスごとの集計結果

SCAnnnnnnn（
「nnnnnnn」は本機の

が送信されます。

シリアル番号）フォルダー内のファイ
ルおよびフォルダー以外は削除されま

ご注意

せんので、ご注意ください。

ステータスレポートは、
「Player」画面
の「Settings」の「Play Select」で
「Local Playout」を選択している場合に
のみ、使用してください。

Day of week
ステータスレポートメールを送信する
曜日を設定します。
Time
ステータスレポートメールを送信する
時間を設定します。
ご注意

送信する時間は、「Display」画面の
「Timer」で設定した「On Time」と
「Oﬀ Time」の間の時刻を設定してくだ
さい。

Interval
ステータスレポートメールを送信する
間隔を設定します。

本機を初期化する
本機を出荷時の状態に戻すには、いっ
たん電源コードを抜いた後、INFO ボ
タンを押しながら電源コードを接続し、
スタンバイインジケーターが赤色に点
滅するまで INFO ボタンを押し続けま
す。
サイネージウェブマネージャーを使う
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再生対応フォーマット一覧
ファイル ファイル形式

拡張子

の種類

対応メディア・ファイル形式
メディア

静止画

SDHC メモリーカード、
USB メモリー

ファイル形式 JPEG 形式、H.264 形
式、MPEG2 形式など

動画

最大解像度＊ JPEG 形式 :
1920 × 1080
PNG 形式 :
1920 × 1080
BMP 形式 :

1920 × 1080

MPEG2-PS 形式 :
720 × 576
最小解像度

PNG 形式のみ
320 × 240
それ以外は
640 × 480

＊解像度が高くなるほど、表示開始まで
に時間がかかります。

png

BMP 形式

bmp

Ｈ.264 形式 1) mp4
MPEG2-TS
形式 2)

ts、m2t

MPEG2-PS
形式 3)

mpg、
mpeg、m2p
m4a
wav

MP3
mp3
（MPEG1
Audio Layer
3）形式

H.264 形式 :

1920 × 1080

jpg、jpe、
jpeg

PNG 形式

オーディ AAC 形式
オ
PCM 形式

1920 × 1080

MPEG2-TS 形式 :

JPEG 形式

1）

H.264 形式は下記をサポートしてい
ます。
x プロファイルレベル
･ BP@L3
･ MP@L4
･ HP@L4
x オーディオ
･ AAC

2）MPEG2-TS

形式は下記をサポートし

ています。
x プロファイルレベル

ご注意

表示に使われるフォントの種類とその用
途によっては、該当するフォント著作権
保持者の許諾を得る必要があります。

･ MP@HL
x オーディオ
･ MPEG1 Audio Layer2（MP2）
3）MPEG2-PS

形式は下記をサポートし

ています。
x プロファイルレベル
･ MP@ML
x オーディオ
･ MPEG1 Audio Layer2（MP2）
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SDHC メモリーカードのフォルダー

ご注意

再生対応フォーマットには一部制限があ
ります。

一覧
F:¥

詳細は CD-ROM（Software &
Manuals for Digital Signage Player）
にあるスペックシートをご覧ください。

SCAnnnnnnn ¥
content1.mpg
content2.jpg

メモリーのフォルダー一覧

User Defined Folder3¥

以下に本機で使用する USB メモリー

content4.mpg

および SDHC メモリーカードのフォ

…

ルダー一覧を示します。
…
ご注意

以下では、USB メモリーのドライブ名を

.....ユーザーが任意に作成、追加した

E ドライブ（E:¥）、SDHC メモリーカー

ファイルまたはフォルダー（上記

ドのドライブ名を F ドライブ（F:¥）とし

のファイル、フォルダー名は一例

ます。実際のドライブ名は、ご使用にな

です。実際のファイル、フォル

るコンピューター環境によって異なりま

ダー名はユーザーの環境によって

す。

異なります）

USB メモリーのフォルダー一覧
E:¥
CONTENT¥
content1.mpg
content2.jpg
User Defined Folder3¥
…

その他の情報
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Content Server の設定
Content Server は Apache HTTP Server 2.2.17、または Internet
Information Services 7.5 をご使用ください。
Apache HTTP Server はインストール後に、Apache HTTP Server をインス
トールしたコンピューターの設定ファイル（「conf/httpd.conf」、
「conf/extra/
httpd-autoindex.conf」
）を変更する必要があります。
「3」は改行、「sp」はスペースを表します。実際にファイルを編集するときは、
「3」が表示されていない位置では改行せずに 1 つの文として記述してください。
◆ conf/httpd.conf
変更前：
# Fancy directory listings3
#Include conf/extra/httpd-autoindex.conf3
↓
変更後：
# Fancy directory listings3
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf3
◆ conf/extra/httpd-autoindex.conf
変更前：
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory3
# listings.3
#3
#IndexOptions FancyIndexing HTMLTable VersionSort3
↓
変更後：
# IndexOptions: Controls the appearance of server-generated directory3
# listings.3
#3
IndexOptions FancyIndexing SuppressIcon SuppressRulessp
SuppressColumnSorting HTMLTable NameWidth=*3
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使用ネットワークポート一覧
本機が開いているネットワークポート
アクセス先

TCP/UDP ポート番号

サービス

IP Address 1 TCP

80

http (Signage Web
Manager)

IP Address 2 TCP

80

http (Signage Web
Manager)

本機からのアクセスに使用されるネットワークポート
サービス

TCP/UDP ポート番号

SMTP（送信メール用）

TCP

POP3（POP）

TCP

アクセス元

任意
IP Address 1
（25: default） IP Address 2
110

IP Address 1
IP Address 2

domain（DNS）

UDP

53

IP Address 1
IP Address 2

ntp（NTP Server 用）

123

IP Address 2

http（Content Server 用） TCP

TCP

任意（4980:
default）

IP Address 2

http（Proxy Server 用）

任意

IP Address 2

TCP

その他の情報
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GPL/LGPL について

¥Others¥License¥GPL̲LGPL をご
覧ください。

本製品は、以下の GPL/LGPL 適用ソ
フトウェアを使用しており、お客様に
は、これらのソフトウェアのソース
コードの入手、改変、再配布の権利が
あることをお知らせいたします。
[GPL]
linux-2.6.15
bash-3.00
binutils-2.18
busybox-1.5.0
cramfs-1.1
e2fsprogs-1.40.4
genext2fs-1.3
popt-1.14
mtd-20070206
oprofile-0.9.4
sed-4.1.2
wireless̲tools.28-pre3
Wget
email
[LGPL]
DirectFB 0.9.24
FFmpeg
これらのソースコードは以下のサイト
よりダウンロードできます。具体的な

MIT License について
本製品は、以下の MIT License 適用
ソフトウェアを使用しています。
ncurses-5.2
DirectFB-examples0.9.23
libCurl
expat
ライセンス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
¥Others¥License¥MIT̲Licenseをご
覧ください。

BSD License について
本製品は、BSD License 適用ソフト
ウェア lighttpd を使用しています。
ライセンス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
¥Others¥License¥BSD̲License を
ご覧ください。

ダウンロード方法については、以下の
サイトにアクセスしてご確認ください。
http://www.sony.net/Products/
Linux/B2B/
なお、ソースコードの中身についての
お問い合わせはご遠慮ください。
ライセンス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
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NTP License について
本製品は、NTP License 適用ソフト
ウェア ntpd を使用しています。ライ
センス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
¥Others¥License¥ntp̲License をご
覧ください。

YAMON License について

ライセンス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital

本製品は、Yamon License 適用ソフ

Signage Player）内のフォルダー

トウェア Yamon を使用しています。

¥Others¥License¥Zlib̲License を

ライセンス情報は付属の CD-ROM

ご覧ください。

（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
¥Others¥License¥Yamon̲License
をご覧ください。

MPEG ライセンスについて
本製品は MPEG Video, MPEG
Audio, MPEG-4 AVC, MPEG-4 AAC

Dmalloc License について

のデコード機能および MPEG Video、
MPEG Audio のエンコード機能を持ち

本製品は、Dmalloc License 適用ソ

ます。

フトウェア dmalloc-5.5.2 を使用して

これらのライセンス情報は付属の CD-

います。

ROM（Software & Manuals for

ライセンス情報は付属の CD-ROM

Digital Signage Player）内のフォル

（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー

ダー ¥Others¥License¥
MPEG̲License をご覧ください。

¥Others¥License¥
Dmalloc̲License をご覧ください。

IPA Font License について
OpenSSL License/SSLeay
License について
本製品は、OpenSSL License および

本製品は、IPA Font License 適用
フォントを使用しています。
ライセンス情報は付属の CD-ROM
（Software & Manuals for Digital

SSLeay License 適用ソフトウェア

Signage Player）内のフォルダー

openssl-0.9.7e を使用しています。

¥Others¥License¥Font̲License を

ライセンス情報は付属の CD-ROM

ご覧ください。

（Software & Manuals for Digital
Signage Player）内のフォルダー
¥Others¥License¥
OpenSSL̲SSLeay̲License をご覧
ください。

Zlib License について
本製品は、Zlib License 適用ソフト
ウェア zlib-1.2.3 を使用しています。
その他の情報
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トラブル時の対処
エラーコード一覧
本機の使用中に何らかのエラーが発生したときは、エラーコード、その
エラーに関する情報を以下の方法で出力します。
サイネージウェブマネージャーでメールアドレスを登録し、
「Error
Report」と「Status Report」にチェックを入れた場合は、登録された
メールアドレス宛てにエラーコードとそのエラーに関する情報が送信さ
れます。
エラーコードが意味する内容と、対処方法は以下のようになります。
エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
100200

再生

システムエラーが発生 エラーコードを控えた
した。

うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

100201

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドの容量が足りない。 ドの残り容量を確認し
てください。
SDHC メモリーカー
ド内の不要なフォル
ダーやファイルを削除
してください。
100202

メモリーの確保に失敗 エラーコードを控えた
したため、コンテンツ うえ、サービス窓口に
が再生できない。

お問い合わせくださ
い。

100203

指定したローカル再生 指定したフォルダーに
のフォルダーにファイ ファイルがあるか確認
ルが存在しない。

してください。
指定したファイル名が
正しいか確認してくだ
さい。
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

サイネージウェブマ

ファイルを確認してく

動作
100204

再生

ネージャーで指定した ださい。
ローカル再生のフォル
ダーに、再生できる拡
張子のファイルが存在
しない。
100205

サイネージウェブマ

フォルダー内に正しい

ネージャーで指定した 拡張子のファイルがあ
ローカル再生のフォル ることを確認してくだ
ダーに、再生できない さい。
拡張子のファイルが存
在した。
100206

再生できないフォー

ファイルを確認してく

マットのファイルを再 ださい。
生しようとした。
100207

サイネージウェブマ

フォルダー内に正しい

ネージャーで指定した 拡張子のファイルがあ
コンテンツサーバーの ることを確認してくだ
ダウンロード元フォル さい。
ダーに、ダウンロード 指定したフォルダーに
できるファイルがな

ファイルがあるか確認

い。

してください。
指定したファイル名が
正しいか確認してくだ
さい。

100208

再生に必要なファイル SDHC メモリーカー
が格納された SDHC

ド内のフォルダーを確

メモリーカード内の

認してください。

フォルダーをユーザー
が削除した。
100209

再生中のファイルが途 ファイルを確認してく
中で壊れている。

ださい。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

サイネージウェブマ

SDHC メモリーカー

動作
100210

再生

ネージャーで指定した ド内のフォルダーを確
ローカル再生のフォル 認してください。
ダーが SDHC メモ
リーカード内に存在し
ない。
100211

サイネージウェブマ

指定したフォルダーに

ネージャーで指定した ファイルがあるか確認
ローカル再生のファイ してください。

100212

ルが SDHC メモリー

指定したファイル名が

カード内に存在しな

正しいか確認してくだ

い。

さい。

サイネージウェブマ

SDHC メモリーカー

ネージャーで指定した ド内のフォルダーを確
ローカル再生のオー

認してください。

ディオフォルダーが
SDHC メモリーカー
ド内に存在しない。
100213
100214

再生できないファイル ファイルを確認してく
を指定した。

ださい。

ファイルの途中から

ファイルを確認してく

データが欠損している ださい。
ファイルを再生した。
100215

仕様外のサイズのコン 指定したファイルのサ
テンツを再生した。

イズを 2 GB 以下に
抑えてください。

100216

仕様外のコーデックの ファイルを確認してく
コンテンツを再生し

ださい。

た。
100217

仕様の最小再生時間よ 指定したファイルの再
り短いコンテンツを再 生時間を 10 秒以上
生した。
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にしてください。

エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

再生に必要なハード

電源を入れ直してくだ

動作
100218

再生

ウェアリソースの初期 さい。同じエラーが繰
化に失敗した。

り返される場合はエ
ラーコードを控えたう
え、サービス窓口にお
問い合わせください。

101200

ダウンロード システムエラーが発生 エラーコードを控えた
した。

うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

101201

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドの容量が足りないた ドの残り容量を確認し
め、ダウンロードに失 てください。
敗した。

SDHC メモリーカー
ド内の不要なフォル
ダーやファイルを削除
してください。

101202

メモリーの確保に失敗 エラーコードを控えた
したため、ダウンロー うえ、サービス窓口に
ドに失敗した。

お問い合わせくださ
い。

101203

指定されたコンテンツ ネットワーク環境を確
サーバーに接続できな 認してください。
かった。

101204

指定されたコンテンツ ユーザー名、パスワー
サーバーに対するユー ドを確認してくださ
ザー認証に失敗した。 い。

101205

ダウンロード対象に指 指定したファイルが
定したファイルが存在 サーバー内にあるか確
しない。

101206

認してください。

ダウンロード対象に指 指定したフォルダーが
定したフォルダーが存 サーバー内にあるか確
在しない。

101207

認してください。

ファイルが正しくダウ ファイルを確認してく
ンロードできなかっ

ださい。

た。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
101208

ダウンロード 2 GB より大きいファ 指定したファイルのサ
イルがコンテンツサー イズを 2 GB 以下に
バーのダウンロード対 抑えてください。
象フォルダーに存在す
る。

101209

ダウンロード先として SDHC メモリーカー
指定したフォルダーを ドが書き込み禁止に
SDHC メモリーカー

なっていないか確認し

ド内に作成できない。 てください。
SDHC メモリーカー
ドの残り容量を確認し
てください。
101210

ネットワーク経由での ネットワーク環境を確
ダウンロード中にネッ 認してください。
トワークが切断され
た。

101211

USB メモリーからの

USB メモリーが挿入

ダウンロード中に

されているか確認して

USB メモリーが取り

ください。

はずされた。
101212

ダウンロード先として SDHC メモリーカー
指定したフォルダーを ドが書き込み禁止に
クリアできない。

なっていないか確認し
てください。
指定したフォルダーが
あるか確認してくださ
い。

101213

ネットワーク経由のダ プロキシサーバーの設
ウンロード時に、指定 定が正しいか確認して
したプロキシサーバー ください。
に接続できなかった。
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トラブル時の対処

エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
101214

ダウンロード ネットワーク経由のダ プロキシサーバーの設
ウンロード時に、指定 定が正しいか確認して
したプロキシサーバー ください。
に対するユーザー認証 ユーザー名、パスワー
に失敗した。

ドが正しいか確認して
ください。

102200

アップロード システムエラーが発生 エラーコードを控えた
した。

うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

102201

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドの容量が足りないた ドの残り容量を確認し
め、アップロードに失 てください。
敗した。

SDHC メモリーカー
ド内の不要なフォル
ダーやファイルを削除
してください。

102202

メモリーの確保に失敗 エラーコードを控えた
したため、アップロー うえ、サービス窓口に
ドに失敗した。

お問い合わせくださ
い。

102203

指定したコンテンツ

ネットワーク環境を確

サーバーに接続できな 認してください。
かった。
102204

指定したコンテンツ

ユーザー名、パスワー

サーバーに対するユー ドを確認してくださ
ザー認証に失敗した。 い。
102205

アップロード対象に指 指定したファイルが
定したファイルが存在 サーバー内にあるか確
しない。

102206

認してください。

アップロード対象に指 指定したフォルダーが
定したフォルダーが存 サーバー内にあるか確
在しない。

認してください。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
102207

アップロード アップロード先として SDHC メモリーカー
指定したフォルダーを ドが書き込み禁止に

102208

SDHC メモリーカー

なっていないか確認し

ドに作成できない。

てください。

ネットワーク経由の

ネットワーク環境を確

アップロード中にネッ 認してください。
トワークが切断され
た。
102209

USB からのアップ

USB メモリーが挿入

ロード中に USB メモ されているか確認して
リーが取りはずされ

ください。

た。
102210

ネットワーク経由の

プロキシサーバーの設

アップロード時に、指 定が正しいか確認して
定したプロキシサー

ください。

バーに接続できなかっ
た。
102211

ネットワーク経由の

プロキシサーバーの設

アップロード時に、指 定が正しいか確認して
定したプロキシサー

ください。

バーに対するユーザー ユーザー名、パスワー
認証で失敗した。

ドが正しいか確認して
ください。

103200

ディスプレイ システムエラーが発生 エラーコードを控えた
コントロール した。

うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

103201

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドの容量が足りないた ドの残り容量を確認し
め、ディスプレイ制御 てください。
のログ出力に失敗し

SDHC メモリーカー

た。

ド内の不要なフォル
ダーやファイルを削除
してください。
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
103202

ディスプレイ メモリーの確保に失敗 エラーコードを控えた
コントロール したため、ディスプレ うえ、サービス窓口に
イ制御に失敗した。

お問い合わせくださ
い。

103203

ディスプレイの識別時 ディスプレイが正しく
に、ディスプレイでエ 接続されているか確認
ラーが発生した。

103204

してください。

ディスプレイのパワー ディスプレイ種別の設
オン時に、ディスプレ 定が正しいか確認して
ください。
イでエラーが発生し
た。

103205

ディスプレイのパワー
オン時に、通信がタイ
ムアウトした。

103206

ディスプレイのパワー
オフ時に、ディスプレ
イでエラーが発生し
た。

103207

ディスプレイのパワー
オフ時に、通信がタイ
ムアウトした。

103208

ディスプレイの入力切
替時に、エラーがディ
スプレイから返され
た。

103209

ディスプレイの入力切
替時に、通信がタイム
アウトした。

103210

ディスプレイの音量調
整時に、ディスプレイ
でエラーが発生した。

103211

ディスプレイの音量調
整時に、通信がタイム
アウトした。

トラブル時の対処

45

エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
103212

ディスプレイ ディスプレイの無音設 ディスプレイが正しく
コントロール 定時に、ディスプレイ 接続されているか確認
でエラーが発生した。 してください。

103213

ディスプレイの無音設 ディスプレイ種別の設
定時に、通信がタイム 定が正しいか確認して
アウトした。

103214

ディスプレイのパワー
状態の取得時に、ディ
スプレイでエラーが発
生した。

103215

ディスプレイのパワー
状態の取得時に、通信
がタイムアウトした。

103216

ディスプレイの入力状
態の取得時に、ディス
プレイでエラーが発生
した。

103217

ディスプレイの入力状
態の取得時に、通信が
タイムアウトした。

103218

ディスプレイの音量状
態の取得時に、ディス
プレイでエラーが発生
した。

103219

ディスプレイの音量状
態の取得時に、通信が
タイムアウトした。

103220

ディスプレイの無音状
態の取得時に、ディス
プレイでエラーが発生
した。

103221

ディスプレイの無音状
態の取得時に、通信が
タイムアウトした。
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ください。

エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
104200

サイネージ

システムエラーが発生 エラーコードを控えた

ウェブマネー した。

うえ、サービス窓口に

ジャー

お問い合わせくださ
い。

104201

Setup 画面でのユー

ユーザー名、パスワー

ザー認証に失敗した。 ドを確認してくださ
い。
104202

ダウンロード対象に指 指定したファイル／
定したファイル／フォ フォルダーがサーバー
ルダーがコンテンツ

内にあるか確認してく

サーバーに存在しな

ださい。

い。
104203

指定したコンテンツ

指定したサーバー上の

サーバー上のフォル

フォルダー内にファイ

ダーのファイル一覧が ルがあるか確認してく
取得できない。
104204

ださい。

コンテンツサーバーの 指定したファイル／
ダウンロード対象フォ フォルダーがサーバー
ルダーにファイルが存 内にあるか確認してく
在しない。

104205

ださい。

コンテンツサーバーの 指定したフォルダーが
ダウンロード対象フォ サーバー内にあるか確
ルダーが存在しない。 認してください。

104206

ダウンロードしたファ ファイルを確認してく
イルでチェックサムエ ださい。
ラーが発生した。

104207

NTP サーバーにアク

ネットワーク環境を確

セスできない。

認してください。
登録した NTP サー
バーのアドレスが正し
いか確認してくださ
い。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

指定した IP アドレス

エラーコードを控えた

動作
104208

サイネージ

ウェブマネー をプレーヤーに適用で うえ、サービス窓口に
ジャー

きない。

お問い合わせくださ
い。

104209

指定した DHCP サー

ネットワーク環境を確

バーから IP アドレス

認してください。

を取得できない。

登録した DHCP サー
バーのアドレスが正し
いか確認してくださ
い。

104210

指定したあて先への

ネットワーク環境を確

メール送信に失敗し

認してください。

た。

登録したメールアドレ
スが正しいか確認して
ください。
登録した送信メール
サーバー（Outgoing
Mail Server）のアド
レスが正しいか確認し
てください。

104211

指定したメールサー

ネットワーク環境を確

バーへの接続に失敗し 認してください。
た。

登録した送信メール
サーバー（Outgoing
Mail Server）のアド
レスが正しいか確認し
てください。

104212

指定したメールサー

ネットワーク環境を確

バーに対する POP

認してください。

before SMTP 認証に 登録した受信メール
失敗した。

サーバー
（Incomming Mail
Server）のアドレス、
アカウント名、パス
ワードが正しいか確認
してください。
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
105200

105201

SDHC メモ

システムエラーが発生 エラーコードを控えた

リーカード／ した。

うえ、サービス窓口に

USB メモ

お問い合わせくださ

リー

い。
SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドの容量が足りない。 ドの残り容量を確認し
てください。
SDHC メモリーカー
ド内の不要なフォル
ダーやファイルを削除
してください。
105202

コピー／リネーム指定 指定したファイル／
したファイル／フォル フォルダーが SDHC
ダーが存在しない。

メモリーカード／
USB メモリー内にあ
るか確認してくださ
い。

105203

SDHC メモリーカー

ネットワーク環境を確

ドへのコピー中にエ

認してください。

ラーが発生した。

ファイルを確認してく
ださい。
エラーコードを控えた
うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

105204

新規作成／リネームし 別のファイル／フォル
ようとしたファイル／ ダー名を指定してくだ
フォルダーがすでに存 さい。
在する。

105205

SDHC メモリーカー

すでにフォルダーがな

ドへのフォルダー作成 いか確認してくださ
に失敗した。

い。
別のフォルダー名を指
定してください。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

USB メモリーが認識

USB メモリーが壊れ

動作
105206

SDHC メモ

リーカード／ できない。

ている可能性がありま

USB メモ

す。新しい USB メモ

リー

リーに交換してくださ
い。
適合不可能な USB メ
モリーである可能性が
あります。他の USB
メモリーに交換してく
ださい。
USB メモリーが
FAT32 ファイルシス
テムでフォーマットさ
れているか確認してく
ださい。

105207

USB コマンドのユー

マネジメントソフト

ザー認証に失敗した。 ウェアのメンテナンス
画面で USB 運用プ
レーヤーのシステムパ
スワードが正しく設定
されているか確認して
ください。
105208

USB メモリーの容量

USB メモリーの残り

が足りない。

容量を確認してくださ
い。
USB メモリー内の不
要なフォルダーやファ
イルを削除してくださ
い。

105209

USB メモリーからの

エラーコードを控えた

設定の適用に失敗し

うえ、サービス窓口に

た。

お問い合わせくださ
い。

105210

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドへの書き込みに失敗 ドが書き込み禁止に
した。

なっていないか確認し
てください。
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
106000

その他

下記以外のシステムエ エラーコードを控えた
ラーが発生し、処理を うえ、サービス窓口に
継続できない。

お問い合わせくださ
い。

106001
106002

設定の保存に失敗し

再度、Apply ボタン

た。

をクリックして保存を

設定の保存に失敗し

行なってください。同

た。

じエラーが繰り返され

106003

設定の読み出しに失敗 る場合はエラーコード
を控えたうえ、サービ
した。

106004

設定の読み出しに失敗 ス窓口にお問い合わせ
ください。
した。

106005

シリアルポートのオー
プンに失敗した。

106200

システムエラーが発生 エラーコードを控えた
した。

うえ、サービス窓口に
お問い合わせくださ
い。

107001

SDHC メモリーカー

SDHC メモリーカー

ドが挿入されていな

ドが挿入されているか

い、または壊れてい

確認してください。

る。

SDHC メモリーカー
ドが壊れている可能性
があります。新しい
SDHC メモリーカー
ドに交換してくださ
い。
SDHC メモリーカー
ドが FAT32 ファイ
ルシステムでフォー
マットされているかど
うか確認してくださ
い。

トラブル時の対処
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エラーコード エラー発生

エラー内容

対処

動作
107200
107202
107203

その他

システムエラーが発生 エラーコードを控えた
した。

うえ、サービス窓口に

XML ファイルの解釈

お問い合わせくださ

に失敗した。

い。

Player Access の

サイネージウェブマ

ユーザー ID ／パス

ネージャーの Player

ワードが受け付けられ 画面の Settings で設
ない。

定されている Player
Access の ID とパス
ワードが正しいか確認
してください。

107204

USB 運用プレーヤー

エラーコードを控えた

の時刻設定で、指定し うえ、サービス窓口に

107205

た時刻が適用できな

お問い合わせくださ

い。

い。

ハードウェアクロック 再度、Apply ボタン
への時刻設定に失敗し をクリックして保存を
た。

行なってください。同
じエラーが繰り返され
る場合はエラーコード
を控えたうえ、サービ
ス窓口にお問い合わせ
ください。
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本機の仕様および外観は改良のため予

仕様

告なく変更することがありますが、ご
了承ください。

入／出力
Network

10BASE-T/100BASE-TX
（ネットワークの使用環境に
より、接続速度に差が生じ

本機は端末機器技術基準適合品です。
機種名

認証番号

VSP-BZ10

D11-0015005

ることがあります。）
メモリーカードスロット
USB

この装置は、
クラス B 情報技術装置です。

SDHC

この装置は、
家庭環境で使用することを目

Hi-Speed USB

的としていますが、この装置がラジオやテ

（USB 2.0 準拠）

レビジョン受信機に近接して使用される
と、受 信障 害 を 引 き 起 こす こ と が あ り ま
す。

その他

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして
外形寸法

200 × 33 × 139 mm

ください。

（幅／高さ／奥行き）
（突起

VCCI-B

部含まず）
質量

約 800 g

消費電力

約 14 W

動作温度

0 ℃〜 40 ℃

保存温度

−20 ℃〜 +55 ℃

LAN インジケーター
Link（緑）/Act（オレンジ）

･ 必ず事前に記録テストを行い、正常に記
録されていることを確認してください。
本機や記録メディア、外部ストレージな
どを使用中、
万一これらの不具合により
記録されなかった場合の記録内容の補償
については、
ご容赦ください。
･ お使いになる前に、
必ず動作確認を行っ

ケーブル長

100 m 以内（カテゴリー 5e）

てください。
故障その他に伴う営業上の

付属品

設置説明書

機会損失等は保証期間中および保証期間

スタートアップガイド

経過後にかかわらず、補償はいたしかね

動作確認済みメディアリスト

ますのでご了承ください。

ケーブルタイホルダー
縦置きスタンド
CD-ROM（Software &
Manuals for Digital
Signage Player）
AC アダプター

推奨電源コード
部品番号 1-834-600-1X

仕様
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