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第5章	 機能の操作
各種機能の使い方について説明しています。
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メモリービューワー機能について
メモリービューワーは、SDカード内に記録されている静止画または動画を投映する機能です。

メモリービューワー機能で再生できる画像
本機では、以下の静止画／動画ファイルを再生できます。

静止画

拡張子 フォーマット 制限事項

jpg/jpeg JPEG

画素数：最大8 000× 8 000
（プログレッシブ形式の場合は、最大4 096× 4 096)

YUVフォーマット：YUV444、YUV422、YUV411のみ対応

カラーモード：RGBのみ対応

bmp Windows■Bitmap
画素数：最大2 000× 2 000（1,■4,■8,■16,■24,■32 bit■対応）

次の形式には対応していません。
ランレングス圧縮、ビットフィールド、トップダウン、透過データ

動画

拡張子
コーデック 制限事項 *1

映像 音声 映像 音声

mov
H.264/MPEG-4■AVC

Motion■JPEG
AAC

Linear■PCM
解像度：
最大1 920× 1 080
最小240× 180

フレームレート：
最大30 fps

ビットレート：
最大40 Mbps

サンプルレート：
最大48 kHz
（Linear■PCMの場合は、
最大16 kHz）

チャンネル：
最大2 ch

ビットレート：
最大384 kbps

avi
H.264/MPEG-4■AVC

Motion■JPEG
MPEG-4

MPEG-1/2■Audio■
Layer-3■(MP3)

AAC
Linear■PCM

mp4
H.264/MPEG-4■AVC

MPEG-4
AAC

MPEG-4■AAC-LC

mpg/mpeg MPEG-2 MPEG-1/2■Audio■
Layer-2

wmv WMV9 WMA

*1■ 以下の動画ファイルには対応していません。
■f映像コーデックが■WMV7、WMV8、DivX、またはXvid
■f非圧縮映像
■fマルチアングル映像
■fプロファイルがAdvanced■Simple■Profile■@■Level■0 またはAdvanced■Simple■Profile■@■Level■1

お知らせ
■f 静止画 /動画ファイルの一部の情報については、該当のファイルにアクセス可能なコンピューターで確認できます。
操作例
 g Windowsコンピューターの場合
1.■ファイルを右クリックし、［プロパティ］をクリックする
2.■［詳細］タブをクリックする
 g Macの場合
1.■「Control」キーを押しながらファイルをクリックし、［情報を見る］をクリックする
2.■［詳細情報］をクリックする

■f 再生できるファイルのサイズは最大2■GBです。
■f DRM（Digital■Rights■Management、デジタル著作権管理）で保護されたファイルは再生できません。
■f 本機で認識できるフォルダー /ファイルの数は、合計で1■000■までです。フォルダー /ファイルの合計数が1■001以上の場合は、エラー
画面が表示されます。
■f 対応フォーマットのファイルでも再生できない場合があります。
■f SDカードは、データ転送速度が速い製品をご使用ください。転送速度が遅いと、SDカードに記録されている動画を正常に再生できない
場合や、静止画の表示に時間がかかる場合があります。（スピードクラス：Class10を推奨）
■f 本機で使用できるSDカードについては、“本機で使えるカード”（z■39 ページ）をご覧ください。



第 5 章 機能の操作 — メモリービューワー機能について

   85

メモリービューワー画面を表示する

1) 静止画または動画ファイルが記録されているSDカードをSDカードスロットに挿入する
■f SDカードの取り扱いについては、“SDカードを使う”（z■39 ページ）をご覧ください。

2) 〈メモリービューワー〉ボタンを押す
■f メモリービューワー画面（サムネイル形式またはリスト形式）が投映されます。
■f カーソルは、画面左のフォルダーリスト上にあります。（背景色：オレンジ）

サムネイル形式での表示例 リスト形式での表示例

お知らせ
■f メモリービューワー画面の表示方法（サムネイル形式またはリスト形式での表示）は、メニューの［メモリービューワー］→［表示切換］
（z■55 ページ）で設定できます。

メモリービューワー画面を操作する
メモリービューワー画面表示後の画面操作の例を説明します。

サムネイル形式の場合

1) asボタンでフォルダーを選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 下位階層のフォルダーがある場合、画面左上のフォルダーリスト内に展開表示されます。
■f 選択中のフォルダー（カーソル位置）は、オレンジの背景色で表示されます。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f カーソルが、画面左のフォルダーリストから画面右のサムネイル表示領域に移ります。（カーソル背景色：黄）

3) asqwボタンでファイルを選択する
■f 画面左下のインフォメーション領域に、静止画または動画ファイルの情報が表示されます。

4) 〈決定〉ボタンを押す
■f 全画面表示で再生を開始します。
■f 再生手順の詳細については、“静止画を再生する”（z■87 ページ）または“動画を再生する”（z■88 ページ）をご覧ください。

5) 〈戻る〉ボタンを押して再生を終了する
■f 全画面表示を終了し、メモリービューワー画面（サムネイル形式）が表示されます。
■f 引き続き別のファイルを再生する場合は、手順 1) ～ 4) の操作を行ってください。
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お知らせ
■f メモリービューワー画面表示中、〈戻る〉ボタンを押すごとに、フォルダーリストとサムネイル表示領域またはリスト表示領域の間でカー
ソルが移動します。
■f サムネイルの表示順序は、メニューの［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）の設定に従います。
■f リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押すことで、規定のフォルダー内の静止画／動画ファイルを再生することもできます。事前の設
定方法や、操作方法については、“ダイレクト再生について”（z■89 ページ）をご覧ください。

リスト形式の場合

1) asボタンでフォルダーを選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 画面左上のフォルダーリスト内に、下位階層のフォルダーが展開表示されます。
■f 選択中のフォルダー（カーソル位置）は、オレンジの背景色で表示されます。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f カーソルが、画面左上のフォルダーリストから画面右のリスト表示領域に移ります。（カーソル背景色：黄）

3) asボタンでファイルを選択する
■f 画面左下の領域に、選択中の静止画または動画ファイルのサムネイルが表示されます。

4) 〈決定〉ボタンを押す
■f 全画面表示で再生を開始します。
■f 再生手順の詳細については、“静止画を再生する”（z■87 ページ）または“動画を再生する”（z■88 ページ）をご覧ください。

5) 〈戻る〉ボタンを押して再生を終了する
■f 全画面表示を終了し、メモリービューワー画面（リスト形式）が表示されます。
■f 引き続き別のファイルを再生する場合は、手順 1) ～ 4) の操作を行ってください。

お知らせ
■f メモリービューワー画面表示中、〈戻る〉ボタンを押すごとに、フォルダーリストとサムネイル表示領域またはリスト表示領域の間でカー
ソルが移動します。
■f リストの表示順序は、メニューの［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）の設定に従います。
■f リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押すことで、規定のフォルダー内の静止画／動画ファイルを再生することもできます。事前の設
定方法や、操作方法については、“ダイレクト再生について”（z■89 ページ）をご覧ください。
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静止画を再生する
サムネイル形式のメモリービューワー画面での操作を例に手順を説明します。
リスト形式のメモリービューワー画面の場合も、ファイルの選択操作以外は同じ手順で再生することができます。

操作ガイド

自動再生中（静止画）の表示例

自動再生が有効の場合
メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オン］に設定している場合の操作方法について説明します。
この場合、同一フォルダー内のすべての静止画ファイルを、メニューの［メモリービューワー］（z■55 ページ）→［自動再生間隔］、■
［画面切り換わり効果］の設定に従って自動再生します。

1) asqwボタンで、最初に投映したいファイルをサムネイルの中から選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 全画面表示で再生を開始します。
■f 再生中に〈決定〉ボタンを押すと、自動再生を一時停止します。もう一度押すと、自動再生を再開します。
■f 再生が終了すると、次のファイルの再生を開始します。
■f 再生中に wボタンを押すと、再生中のファイルを飛び越して次のファイルから自動再生を続けます。
■f 再生中に qボタンを押すと、1つ前のファイルに戻って自動再生を続けます。
■f 再生中にaボタンを押すと、アスペクト比を維持したまま画像が時計方向に90°回転します。
■f 再生中にsボタンを押すと、アスペクト比を維持したまま画像が反時計方向に90°回転します。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f 自動再生を終了し、メモリービューワー画面（サムネイル形式）に戻ります。

自動再生が無効の場合
メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オフ］に設定している場合の操作方法について説明します。
この場合、投映したいファイルを一つ一つ選んで再生します。

1) asqwボタンでサムネイルの中からファイルを選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 該当の静止画が全画面表示で再生されます。
■f wボタンを押すと、次のファイルを再生します。
■f qボタンを押すと、1つ前のファイルを再生します。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f 全画面表示を終了し、サムネイル形式のメモリービューワー画面に戻ります。

お知らせ
■f 記録画素数が1 280× 800よりも小さい場合は、アスペクト比を維持したまま拡大表示されます。
■f 記録画素数が1 280× 800よりも大きい場合は、アスペクト比を維持したまま縮小表示されます。
■f 再生の順序は、メニューの［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）で設定した表示順序に従います。
フォルダー内に静止画ファイルと動画ファイルが混在している場合も、［ファイル表示ソート］の設定に従って再生されます。
■f 再生画面下部の操作ガイドは、メニューの［メモリービューワー］→［ガイド表示］（z■56 ページ）を［オフ］にすることで消すこ
とができます。
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動画を再生する
サムネイル形式のメモリービューワー画面での操作を例に手順を説明します。
リスト形式のメモリービューワー画面の場合も、ファイルの選択操作以外は同じ手順で再生することができます。

状態表示

タイムバー

操作ガイド

早送り再生中（10倍速）の表示例

自動再生が有効の場合
メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オン］に設定している場合の操作方法について説明します。
この場合、同一フォルダー内のすべての動画ファイルを自動再生します。

1) asqwボタンで、最初に投映したいファイルをサムネイルの中から選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 全画面表示で再生を開始します。
■f 再生中に〈決定〉ボタンを押すと、再生を一時停止します。もう一度押すと、停止した位置から再生を再開します。
■f 再生が終了すると、次のファイルの再生を開始します。
■f 再生中に wボタンを押すと、早送り再生を行います。また、wボタンを押すごとに速度が速くなります。（3段階）
■f 再生中に qボタンを押すと、巻き戻し再生を行います。また、qボタンを押すごとに速度が速くなります。（3段階）
■f 再生中にaボタンを押すと、再生中のファイルを最初から再生します。（頭出し再生）
■f 一時停止中に wボタンを押すと、再生中のファイルを飛び越して次のファイルを再生します。
■f 一時停止中に qボタンを押すと、1つ前のファイルに戻って再生します。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f 自動再生を終了し、メモリービューワー画面（サムネイル形式）に戻ります。

自動再生が無効の場合
メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オフ］に設定している場合の操作方法について説明します。
この場合、投映したいファイルを一つ一つ選んで再生します。

1) asqwボタンでサムネイルの中からファイルを選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 全画面表示で再生を開始します。
■f 再生中に〈決定〉ボタンを押すと、再生を一時停止します。もう一度押すと、停止した位置から再生を再開します。
■f 再生が終了すると、そのファイルの最初に戻り、一時停止の状態になります。
■f 再生中に wボタンを押すと、早送り再生を行います。また、wボタンを押すごとに速度が速くなります。（3段階）
■f 再生中に qボタンを押すと、巻き戻し再生を行います。また、qボタンを押すごとに速度が速くなります。（3段階）
■f 再生中にaボタンを押すと、再生中のファイルを最初から再生します。（頭出し再生）
■f 一時停止中に wボタンを押すと、再生中のファイルを飛び越して次のファイルを再生します。
■f 一時停止中に qボタンを押すと、1つ前のファイルに戻って再生します。

2) 〈戻る〉ボタンを押す
■f 全画面表示を終了し、サムネイル形式のメモリービューワー画面に戻ります。

お知らせ
■f 記録画素数が1 280× 800よりも小さい場合は、アスペクト比を維持したまま拡大表示されます。
■f 記録画素数が1 280× 800よりも大きい場合は、アスペクト比を維持したまま縮小表示されます。
■f 再生の順序は、メニューの［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）で設定した表示順序に従います。
フォルダー内に静止画ファイルと動画ファイルが混在している場合も、［ファイル表示ソート］の設定に従って再生されます。
■f 再生画面下部の操作ガイドのタイムバーは、メニューの［メモリービューワー］→［ガイド表示］（z■56 ページ）を［オフ］にする
ことで消すことができます。
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レジューム再生について
自動再生が無効（メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オフ］に設定）の場合、レジューム再生をす
ることができます。
レジューム再生は、動画再生を途中で停止し、次に同じファイルを再生する際に、前回停止した位置から再生を開始する機能です。
次のような操作を行うと、前回停止した位置から再生を再開します。

■f 動画再生を途中で停止してメモリービューワー画面に戻ったのち、もう一度同じ動画ファイルを選んで再生する場合
■f 別の動画ファイルや静止画ファイルを再生したあとに、再び元の動画ファイルを選んで再生する場合

お知らせ
■f レジューム情報（動画の再生を途中で停止した際の位置情報）は、再生中に〈決定〉ボタンを押して一時停止したり、再生中に〈戻る〉ボ
タンを押して全画面表示を終了したりした時点で自動的に保持されます。
■f レジューム情報（動画の再生を途中で停止した際の位置情報）を保持できる動画ファイル数は50■個です。51番目の動画ファイルを再生
以降、レジューム情報は古いものから順番に破棄されます。
■f レジューム再生する場合、前回停止した位置から正確に再生できないことがあります。
■f レジューム情報は、入力をMiracast 以外に切り換えたり、SDカードを取り出したり、メニューの［セットアップ］→［スタンバイモー
ド］（z■62 ページ）が［ECO］の設定でスタンバイ状態にしたり、配線ダクトの電源を切ったりするとすべて破棄されます。

電源を入れたときに自動で静止画／動画を再生するには
次の３つの条件すべてを満たしている場合、本機の電源を入れると自動的に静止画／動画ファイルの再生を開始します。
■f 自動再生が有効
■g メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オン］に設定

■f 電源を入れて投写を開始する際の入力がメモリービューワー
■g メニューの［セットアップ］→［スタートアップ入力選択］（z■62 ページ）を［メモリービューワー］に設定
■g メニューの［セットアップ］→［スタートアップ入力選択］（z■62 ページ）を［維持］に設定し、入力がメモリービューワーの状
態で電源を切った場合

■f SDカードのルートフォルダーに、メモリービューワー機能で再生できる静止画／動画ファイルがある

お知らせ
■f 再生の順序は、メニューの［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）で設定した表示順序に従います。
フォルダー内に静止画ファイルと動画ファイルが混在している場合も、［ファイル表示ソート］の設定に従って再生されます。
■f 配線ダクトの電源を入れたときに自動的に静止画／動画ファイルを再生させる場合は、次の設定や操作をしてください。
■g メニューの［セットアップ］→［起動方法］（z■62 ページ）を［オン］に設定
■g メニューの［セットアップ］→［起動方法］（z■62 ページ）を［ラストメモリー］に設定し、投写中に配線ダクトの電源を切る

ダイレクト再生について
リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押すことで、SDカードの規定のフォルダー内にある静止画／動画ファイルを直接再生することが
できます。この操作をダイレクト再生といいます。

ダイレクト再生するファイルを保存する
ダイレクト再生を行うには、再生する静止画／動画ファイルを、あらかじめ決められたフォルダーに保存しておく必要があります。ファイル
の保存先はSDカードのルートディレクトリー（最上階層）にあるフォルダーで、リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンそれぞれに対応す
る次表に示すフォルダー名（半角4文字）を付けておきます。フォルダー名が異なる場合は、ダイレクト再生されません。

数字ボタン 〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈4〉 〈5〉 〈6〉
対応フォルダー名 R001 R002 R003 R004 R005 R006

ダイレクト再生する

1) SDカードをSDカードスロットに挿入する
■f SDカードの取り扱いについては、“SDカードを使う”（z■39 ページ）をご覧ください。

2) 〈メモリービューワー〉ボタンを押す
■f メモリービューワー画面（サムネイル形式またはリスト形式）が投映されます。

3) リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押す
■f リモコンの数字ボタンに対応するフォルダー内にある静止画 /動画ファイルを、全画面表示で再生を開始します。

お知らせ
■f メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オン］に設定している場合、数字ボタンに対応するフォルダー
内の静止画／動画ファイルを、［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）で設定した表示順序に従って再生します。
■f メニューの［メモリービューワー］→［自動再生］（z■55 ページ）を［オフ］に設定している場合、数字ボタンに対応するフォルダー
内の静止画／動画ファイルのうち、［メモリービューワー］→［ファイル表示ソート］（z■55 ページ）で設定した表示順序に従い、そ
の1ファイル目を再生します。
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■f 全画面表示で再生中にリモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押すと、再生を中断し、新たに押された数字ボタンに対応するフォルダー
内の静止画／動画ファイルの再生を開始します。
■f メモリービューワー画面（サムネイル形式またはリスト形式）を表示中、または全画面表示で再生中であっても、本機のオンスクリーンメ
ニュー（メニュー画面）が表示されている場合は、ダイレクト再生できません。
■f リモコンの数字（〈1〉～〈6〉）ボタンを押しても、その数字ボタンに対応するフォルダーが存在しない場合や、フォルダーが存在しても
メモリービューワーで再生できるファイルが保存されていない場合、その操作は無効になります。
■f 再生中の動作については、“静止画を再生する”（z■87 ページ）および“動画を再生する”（z■88 ページ）をご覧ください。

メモリービューワー画面の説明
メモリービューワー画面のアイコンの意味は次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位階層へ移動を表すアイコンです。選択すると上位階層へ移動します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
下位階層のフォルダー表示用のアイコンです。選択すると下位階層へ移動します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルが静止画であることを示すアイコンです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルが動画であることを示すアイコンです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル名の拡張子は対応しているものですが、展開できないファイルであることを示すアイコンで
す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静止画を反時計方向に90度回転させます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静止画を時計方向に90度回転させます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約2倍速で早送り再生しています。（音声付き）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約5倍速で早送り再生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約10倍速で早送り再生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時停止しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約2倍速で早戻し再生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約5倍速で早戻し再生しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約10倍速で早戻し再生しています。
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ネットワーク接続について
本機はネットワーク機能を備えており、コンピューターと接続することにより次のようなことができます。
 f WEB制御
コンピューターから本機にアクセスすることで、本機の設定や調整、状態表示などができます。詳しくは、“WEB制御機能について”
（z■96 ページ）をご覧ください。
 f Miracast
Miracast 対応端末と本機を無線 LANで接続することで、端末の画面を投映できます。詳しくは、“Miracast 機能について”（z■117
ページ）をご覧ください。
 f Panasonic APPLICATION
Windows■コンピューターやMacに対応した画像転送用のアプリケーションソフトウェア「ワイヤレスマネージャーME6.2」や、iPad■
/■iPhone■/■iPod■touch、Android 端末に対応した当社の画像転送用のアプリケーションソフトウェアを用いて、本機に画像を転送でき
ます。また、LAN接続された複数台のプロジェクターを監視・制御するソフトウェア「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」に
も対応しています。
「ワイヤレスマネージャーME6.2」、「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されて
いるそれぞれの取扱説明書をご覧ください。iPad■/■iPhone■/■iPod■touch、Android 端末に対応した画像転送用のアプリケーションソフ
トウェアについては、次のURLを参照してください。
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/
 f サイネージ再生
SDカード内に記録されている静止画や動画を、登録されたスケジュールやスライドショーの設定に従って投写する“サイネージ再生機能”
の設定ができます。詳しくは、“コンテンツマネージャーについて”（z■118ページ）をご覧ください。
 f PJLink
PJLink プロトコルを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。詳しくは、“PJLink プロトコルを
使用する”（z■202ページ）をご覧ください。
 f コマンドコントロール
制御コマンドを使用して、コンピューターから本機に対する操作や状態の問い合わせができます。詳しくは、“LAN経由の制御コマンドに
ついて”（z■204ページ）をご覧ください。

有線 LANで接続する場合

接続例

本機

ハブ

LANケーブル（ストレート） LANケーブル（ストレート）

コンピューター

本機

LANケーブル
（クロスケーブルまたはストレートケーブル）

コンピューター

お願い
■f 本機に直接接続する LANケーブルは、屋内だけで配線してください。



第 5 章 機能の操作 — ネットワーク接続について

92   

お知らせ
■f 有線 LAN接続でネットワーク機能を使用する場合は、LANケーブルが必要です。
■f LANケーブルはストレートまたはクロス結線で、カテゴリー5以上対応のものをご使用ください。システムの構成によってストレート /
クロスのいずれか、または両方のケーブルを使用可能かが異なりますので、ネットワーク管理者にご確認ください。本機については、ケー
ブルの種類（ストレート /クロス）を自動的に判別します。
■f LANケーブル長は100 m以下のものをご使用ください。

本機の設定

1) 本機とコンピューターを LANケーブルで接続する

2) 本機の電源を入れる

3) 〈メニュー〉ボタンで［ネットワーク］メニューを開き、［有線 LAN］の設定を行う
■f 詳細については［有線 LAN］（z■67 ページ）をご覧ください。

お知らせ
■f 既存のネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に確認してから行ってください。
■f 工場出荷時には、あらかじめ下記の設定がされています。

［DHCP］ オフ
［IPアドレス］  192.168.10.100

［サブネットマスク］ 255.255.255.0
［デフォルトゲートウェイ］ 192.168.10.1
［DNS1］/［DNS2］ 無し

コンピューターの設定

1) コンピューターの電源を入れる

2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う
■f 本機の設定が工場出荷の状態であれば、コンピューター側のネットワーク設定を以下のようにすると、そのままお使いになれます。

［IP アドレス］  192.168.10.101
［サブネットマスク］ 255.255.255.0

［デフォルトゲートウェイ］ 192.168.10.1
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無線 LANで接続する場合

接続例

IEEE802.11a/b/g/n

画像転送時の接続例

Miracast 画像転送アプリケーションソフトウェア

接続イメージ

（例）著作権保護コンテンツの表示

本機

Miracast

Miracast 対応機器

（例）マルチ画面表示

本機

当社の画像転送用のアプリケーションソフトウェアをインス
トールした iPad■/■iPhone■/■iPod■touch、Android 端末、

コンピューター
入力 Miracast Panasonic■APPLICATION
通信方式 IEEE802.11a/n IEEE802.11b/g/n
接続方式 WPS■+■Wi-Fi■Direct Panasonic 独自方式+ユーザー接続
映像伝送方式 Miracast Panasonic 独自方式
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本機の設定

1) 本機の電源を入れる

2) 〈メニュー〉ボタンで［ネットワーク］メニューを開き、［無線 LAN］を［M-DIRECT］、［USER1］、［USER2］、
［USER3］のいずれかに設定する

3) 手順 2)で選択した接続方法の設定を行う
詳細については“［無線 LAN］”（z■68 ページ）をご覧ください。

お知らせ
■f 無線 LANと有線 LANを同一セグメントで使用することはできません。
■f 複数の機器と接続する場合は IPアドレスが重複しないように設定する必要があります。
■f SSID は、半角英数で入力してください。
■f SSID には『any』または『ANY』を設定することはできません。
■f Miracast 接続時は本設定は必要ありません。Miracast に関しては、117ページをご覧ください。
■f 工場出荷時には、あらかじめ下記の設定がされています。

［M-DIRECT］
［IPアドレス］ 192.168.12.100

［サブネットマスク］ 255.255.255.0
［SSID］ M-DIRECT+ネットワーク IDの下4桁の数字

［チャンネル］ 1
［キー］ SSID と同じ文字列

［USER1］/［USER2］/［USER3］
［SSID］ Panasonic■Projector
［DHCP］ オフ

［IPアドレス］ 192.168.11.100
［サブネットマスク］ 255.255.255.0

［デフォルトゲートウェイ］ 192.168.11.1
［認証］ オープン
［暗号化］ 無し

［DNS1］/［DNS2］ 無し
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コンピューターの設定

1) コンピューターの電源を入れる

2) ネットワーク管理者の指示に従い、ネットワークの設定を行う
■f 本機側の設定が［M-DIRECT］であれば、コンピューター側のネットワーク設定を「IPアドレスを自動的に取得する」に設定します。
■f 本機側の設定が［USER1］～［USER3］の場合、ネットワーク管理者の指示に従って、コンピューターと本機の各ネットワーク項
目の設定を行ってください。

3) 本機に設定されているネットワークに接続する
■f Windowsコンピューターの場合、タスクトレイ（コンピューター画面の右下）の■ ■をクリックして、本機の設定が［M-DIRECT］
の場合、本機に設定されているSSIDと同じ名前を選択してください。本機の設定が［USER1］～［USER3］の場合、お使いの
アクセスポイントのSSIDと同じ名前を選択してください。
Macの場合、メニューバー（コンピューター画面の右上）の■ ■をクリックして、本機の設定が［M-DIRECT］の場合、本機に設
定されているSSIDと同じ名前を選択してください。本機の設定が［USER1］～［USER3］の場合、お使いのアクセスポイント
のSSIDと同じ名前を選択してください。
■f 本機の設定が［M-DIRECT］で工場出荷時状態の場合、［SSID］は［M-DIRECT＋ネットワーク IDの下4桁の数字］です。

お知らせ
■f OS標準の無線 LAN接続ユーティリティーを使用する場合は、使用するユーティリティーの操作手順に従って接続してください。



第 5 章 機能の操作 — WEB制御機能について

96   

WEB制御機能について
WEB制御機能を使用して、コンピューターから下記のような操作ができます。
■f 本機の設定と調整
■f 本機の状態表示
■f Eメールメッセージの送信設定
また、本機は「Crestron■ConnectedTM」に対応しており、Crestron■Electronics,■Inc. の以下のアプリケーションソフトを使用すること
ができます。
■f RoomView■Express
■f Fusion■RV
■f RoomView■Server■Edition

お知らせ
■f「Crestron■ConnectedTM」はネットワークに接続された複数のシステムの様々な機器を、コンピューターで一括して管理・制御する
Crestron■Electronics,■Inc. 製のシステムです。
■f「Crestron■ConnectedTM」の詳細については、Crestron■Electronics,■Inc. のWEBサイトをご覧ください。（英語表示のみとなります。）
URL http://www.crestron.com
また、「RoomView■Express」のダウンロードは、Crestron■Electronics,■Inc.のWEBサイトをご覧ください。（英語表示のみとなります。）
URL http://www.crestron.com/getroomview

設定に使用できるコンピューター
WEB制御機能を使用するには、WEBブラウザーが必要です。あらかじめWEBブラウザーが使用できることを確認してください。

OS 対応WEBブラウザー
Windows Internet■Explorer■7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
Mac OS Safari■4.0/5.0/6.0/7.0
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WEBブラウザーからのアクセスのしかた

1) コンピューターのWEBブラウザーを起動する

2) WEBブラウザーのURL入力欄に、本機に設定した IPアドレスを入力する

3) ユーザー名とパスワードを入力する
■f 工場出荷時の設定は、ユーザー名：user1（ユーザー権限）/admin1（アドミニストレーター権限）、パスワード：panasonic（小文字）
です。

4) ［OK］ボタンをクリックする
■f［プロジェクター情報］ページが表示されます。

お知らせ
■f WEBブラウザーで制御する場合は、［ネットワークコントロール］（z■71 ページ）で［WEB制御］を［オン］に設定してください。
■f WEBブラウザーを同時に複数立ち上げて、設定や制御をするのは避けてください。また、複数台のコンピューターから本機に対して設定
や制御をするのも避けてください。
■f 最初にパスワードを変更してください。（z■113ページ）
■f パスワードを3回続けて間違えると、数分間ロックされます。
■f 本機の設定ページには、WEBブラウザーの Javascript 機能を利用している項目があります。WEBブラウザーがこの機能を使用してい
ない設定になっている場合には、正常にコントロールをできない場合があります。
■f WEB制御の画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
■f WEB制御の画面更新時に、画面が一瞬白くなることがありますが、故障ではありません。
■f コンピューターの画面イラストについて
本書では、OSは「Windows■8」、WEBブラウザーは「Internet■Explorer■10」を使用しているものとして説明しています。お客様が
お使いのOSやWEBブラウザー、コンピューターの種類によっては画面の大きさや表示が本書と異なる場合があります。
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アカウントごとに使用できる機能について
アドミニストレーター権限では、全機能を使用できます。ユーザー権限では、使用できる機能に制限があります。ご使用の目的に応じてアカ
ウントを選択してください。

項目 機能 アドミニストレー
ター権限 *1 ユーザー権限 *1 ページ

［モニター情報］

［プロジェクター情報］ l l 99
エラー情報ページの確認 l l 100
［ネットワーク情報］ l l 101
［アクセスエラー情報］ l － 101
［メールエラー情報］ l － 101

［プロジェクターコントロール］
［基本制御］ l l 102
［詳細制御］ l l 103
［照明制御］ l l 103

［詳細設定］

［LAN設定］ l － 104
［時刻設定］ l － 107
［接続テスト］ l － 107
［ECOマネージメント設定］ l － 108
［Eメール設定］ l － 108
［認証サーバー設定］ l － 110
［ポート設定］ l － 110

［パスワード変更］

［Administrator］ユーザー名 l － 113
［User］ユーザー名 l － 113
［Administrator］パスワード l － 113
［User］パスワード l l 114

［Crestron Connected(TM)］

操作 l － 114
［Tools］ l － 115
［Info］ l － 115
［Help］ l － 116

*1■ アドミニストレーター権限／ユーザー権限の欄にlがある機能は、それぞれの権限で操作できることを示しています。
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各項目の説明

1

2

3

4

5

6

1 ページ切り換えタブ
クリックすると、ページが切り換わります。

2 ［モニター情報］
この項目をクリックすると、本機の状態が表示されます。

3 ［プロジェクターコントロール］
この項目をクリックすると、［プロジェクターコントロール］
ページが表示されます。

4 ［詳細設定］
この項目をクリックすると、［詳細設定］ページが表示されます。

5 ［パスワード変更］
この項目をクリックすると、［パスワード変更］ページが表示
されます。

6 ［Crestron Connected(TM)］
この項目をクリックすると、Crestron■ConnectedTM の操作
ページが表示されます。

［プロジェクター情報］ページ
［モニター情報］→［プロジェクター情報］をクリックします。
以下の項目における本機の状態を表示します。

10
11
12
13

6

7
8

9

1

2

4

5

3

14
15

1 ［プロジェクタータイプ］
本機の種類を表示します。

2 ［プロジェクター名］
本機に設定されているプロジェクター名を表示します。

3 ［メインバージョン］
本機のファームウェアバージョンを表示します。

4 ［電源］
電源の状態を表示します。

5 ［光源電力］
［光源電力］（z■61 ページ）の設定状態を表示します。

6 ［シリアル番号］
本機のシリアル番号を表示します。

7 ［ネットワークバージョン］
ネットワークのファームウェアのバージョンを表示します。

8 ［AVミュート］
AVミュートの状態を表示します。

9 ［音量］
音量の状態を表示します。

10 ［投写モード］
現在の投写モードを表示します。

11 ［入力選択］
現在の入力を表示します。
投写モードがライティングモードの場合は表示されません。
入力がHDMI の場合は、入力信号も表示します。

12 ［吸気温度］
本機の吸気温度状態を表示します。

13 ［光学モジュール温度］
本機の内部温度状態を表示します。

14 ［自己診断］
自己診断情報を表示します。

15 ［プロジェクター使用時間］
本機の稼働時間を表示します。
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エラー情報ページ
［プロジェクター情報］画面の自己診断情報表示欄に［エラー（詳細表示）］が表示されたとき、その部分をクリックするとエラー内容が表示
されます。
■f エラーの内容によっては、本機を保護するためスタンバイ状態になります。

1

1 自己診断の結果表示
項目のチェック結果を表します。
［OK］：
正常に動作していることを表します。
［FAILED］：
異常が発生していることを表します。

 r［FAILED］の項目について

項目 説明
［MAIN■CPU■BUS］ マイコン回路に異常があります。販売店にご相談ください。
［FAN］ 内部冷却用のファンやファン駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。

［INTAKE■AIR■TEMPERATURE］ 吸気温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している可
能性があります。

［OPTICS■MODULE■TEMPERATURE］ 本機内部の光学モジュール周辺の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度
が高い環境で使用している可能性があります。

［LD■MODULE■TEMPERATURE］ 光源の温度が高くなっています。暖房機器の近くなど、温度が高い環境で使用している
可能性があります。

［LOW-TEMPERATURE］ 本機内部もしくは周辺温度が低くなっています。本機内部もしくは周辺温度が温まるま
で映像を投写できません。

［LD■STATUS］ 光源の点灯、光源の失灯に失敗しています。光源が冷えるまでしばらく待ってから電源
を入れてください。

［INTAKE■AIR■TEMP.SENSOR］ 吸気温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談ください。

［OPTICS■MODULE■TEMP.SENSOR］ 本機内部の光学モジュール周辺の温度感知センサーに異常があります。販売店にご相談
ください。

［LD■MODULE■TEMP.SENSOR］ 光源の温度センサーに異常があります。販売店にご相談ください。
［BATTERY］ 内蔵電池の交換が必要です。販売店にご相談ください。
［COVER■OPEN］ 外装ケースの取り付けに異常があります。販売店にご相談ください。
［PHOSPHOR■WHEEL］ 蛍光体ホイールや蛍光体ホイール駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
［COLOR■WHEEL］ カラーホイールやカラーホイール駆動回路に異常があります。販売店にご相談ください。
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［ネットワーク情報］ページ
［モニター情報］→［ネットワーク情報］をクリックします。
現在のネットワークの設定情報が表示されます。

2

1

■

1 ［無線 LAN］
無線 LANの設定内容を表示します。

2 ［有線 LAN］
有線 LANの設定内容を表示します。

［アクセスエラー情報］ページ
［モニター情報］→［アクセスエラー情報］をクリックします。
存在しないページへのアクセスや不正なユーザー名、パスワードでのアクセスなどのWEBサーバーのエラー情報が表示されます。

［メールエラー情報］ページ
［モニター情報］→［メールエラー情報］をクリックします。
定期的なEメールの送信に失敗した場合のメールのエラー情報が表示されます。

お知らせ
■f［アクセスエラー情報］/［メールエラー情報］は、過去数百回分のアクセス /リクエストを表示します。一度に多量のアクセス /リクエス
トが発生した場合は、すべての情報を表示できない可能性があります。
■f［アクセスエラー情報］/［メールエラー情報］が一定量を超えると古い情報から消えます。
■f［アクセスエラー情報］/［メールエラー情報］は、定期的に確認してください。
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［基本制御］ページ
［プロジェクターコントロール］→［基本制御］をクリックします。

プロジェクターモードの場合

1

2

3
4
5
6
7

ライティングモードの場合

1

2

6
7

1 ［投写モード］
投写モードを切り換えます。

2 ［入力切換］
入力を切り換えます。

3 ［音量］
音量を調整します。

4 ［バランス］
音声の左右バランスを調整します。

5 ［映像モード］
映像モードを切り換えます。

6 ［AVミュート］
AVミュートのオン /オフを切り換えます。

7 ［電源］
電源の切 /入を切り換えます。

お願い
■f 本機の電源を入れる操作をする際は、本機周辺の人の目に、突然光源からの光が入ることがないように注意してください。
もしくは、突然本機が投写を開始しても、本機周辺の人の目に光源からの光が入らない設置環境の場合にのみ操作するようにしてください。

お知らせ
■f メニューの［ネットワーク］→［無線 LAN］（z■68 ページ）を［M-DIRECT］または［S-DIRECT］に設定して無線 LAN接続で
WEB制御をしている場合、入力をMiracast に切り換えると、無線 LAN接続が切断されて以降のWEB制御の操作ができなくなります。
■f メニューの［ネットワーク］→［無線 LAN］（z■68 ページ）を［M-DIRECT］または［S-DIRECT］に設定して無線 LAN接続で
WEB制御をしている場合、電源を入れる操作をしてMiracast 入力で投写を開始すると、無線 LAN接続が切断されて以降のWEB制御
の操作ができなくなります。
 g メニューの［セットアップ］→［スタートアップ入力選択］（z 62 ページ）を［維持］に設定している場合
Miracast 以外の入力を選択している状態、またはライティングモードの状態で電源を切ってください。
Miracast 入力でスタンバイ状態になっている場合は、あらかじめ［基本制御］ページでMiracast 以外の入力に切り換えたうえで、電
源を入れる操作をしてください。
 g メニューの［セットアップ］→［スタートアップ入力選択］（z 62 ページ）を［Miracast］に設定している場合
投写を開始してからリモコンでMiracast 以外の入力に切り換えるか、あらかじめ［スタートアップ入力選択］を［Miracast］以外に
設定してください。
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［詳細制御］ページ
［プロジェクターコントロール］→［詳細制御］をクリックします。
投写モードがライティングモードになっている場合は、［基本制御］ページでプロジェクターモードに切り換えたうえで、［プロジェクターコ
ントロール］→［詳細制御］をクリックします。

1

2

3

4

1 ［台形補正］
水平 /垂直の台形ひずみを補正します。

2 ［映像調整］
入力を切り換えます。

3 ［調光］
明るさを調整します。

4 ［レンズ］
投写レンズの調整（フォーカス /ズーム調整）をします。

［照明制御］ページ
［プロジェクターコントロール］→［照明制御］をクリックします。
投写モードがプロジェクターモードになっている場合は、［基本制御］ページでライティングモードに切り換えたうえで、［プロジェクターコ
ントロール］→［照明制御］をクリックします。

1

2

3

4

1 ［パターン］
照射のパターンを切り換えます。

2 ［色設定］
照射の色あいを切り換えます。

3 ［調光］
明るさを調整します。

4 ［レンズ］
投写レンズの調整（フォーカス /ズーム調整）をします。
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お好みの色設定にする場合

［照明制御］ページで［色設定］の［ユーザー1］～［ユーザー5］をクリックします。

1

2

3

1 ［基準色設定］
基準にする色設定を切り換えます。

2 ［赤］、［緑］、［青］
［基準色設定］で選択した色を基に色あいを調整します。

3 ［戻る］ボタン
元の画面に戻ります。

お知らせ
■f 設定の詳細については、本機のメニュー［ライティング］→［色設定］の“お好みの色設定にする場合”（z■50 ページ）をご覧ください。

［LAN設定］ページ
［詳細設定］→［LAN設定］をクリックします。

1) ［LAN設定］をクリックする
■f［CAUTION!］画面が表示されます。

2) 設定を変更したい項目にチェックを入れ、［次へ］ボタンをクリックする
■f 現在の設定内容が表示されます。

3) ［変更］ボタンをクリックする
■f 設定変更画面が表示されます。
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有線 LAN接続の場合

6

1
2
3
4
5

1 ［DHCPオン］、［DHCPオフ］
DHCPクライアント機能を有効にする場合は［DHCPオン］
にします。

2 ［IPアドレス］
DHCPサーバーを利用しない場合は IPアドレスを入力します。

3 ［サブネットマスク］
DHCPサーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力
します。

4 ［デフォルトゲートウェイ］
DHCPサーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイ
アドレスを入力します。

5 ［DNS1］、［DNS2］
DHCPサーバーを利用しない場合は優先DNS/代替DNSサー
バーアドレスを入力します。
入力使用可能文字：数字（0～9）、ピリオド（.）
（例：192.168.0.253）

6 ［戻る］ボタン、［次へ］ボタン
［戻る］ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。［次へ］
ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示され
ます。［送信］ボタンをクリックして設定を更新します。

お知らせ
■f WEBブラウザーの「戻る」または「進む」機能を使用した場合、「ページの有効期限切れ」という警告画面が表示されることがあります。
その場合、以降の動作は保証されませんので、再度［LAN設定］をクリックしてください。
■f LANで接続中に LAN設定を変更すると、接続が途切れる場合があります。

無線 LAN（M-DIRECT）接続の場合

6

5
4
3

1
2

1 ［IPアドレス］
IP アドレスを入力します。

2 ［サブネットマスク］
サブネットマスクを入力します。

3 ［SSID］
M-DIRECTで使用するSSIDを設定します。

4 ［チャンネル］
M-DIRECTで使用するチャンネルを設定します。

5 ［キー］
M-DIRECTで使用するキーを設定します。
8～63文字の英数字、または64桁の16進数で入力します。

6 ［戻る］ボタン、［次へ］ボタン
［戻る］ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。［次へ］
ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示され
ます。［送信］ボタンをクリックして設定を更新します。
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無線 LAN（USER1～USER3）接続の場合

1

2

3
4
5

6

8

9

10

7

7

7

1 ［DHCPオン］、［DHCPオフ］
DHCPクライアント機能を有効にする場合は［DHCPオン］
にします。

2 ［IPアドレス］
DHCPサーバーを利用しない場合は IPアドレスを入力します。

3 ［サブネットマスク］
DHCPサーバーを利用しない場合はサブネットマスクを入力
します。

4 ［デフォルトゲートウェイ］
DHCPサーバーを利用しない場合はデフォルトゲートウェイ
アドレスを入力します。

5 ［DNS1］、［DNS2］
DHCPサーバーを利用しない場合は優先DNS/代替DNSサー
バーアドレスを入力します。

6 ［SSID］
アクセスポイントに登録されているSSIDと同じ文字列を入力
します。

7 ［戻る］ボタン、［次へ］ボタン
［戻る］ボタンをクリックすると、元の画面に戻ります。［次へ］
ボタンをクリックすると、設定内容を確認する画面が表示され
ます。［送信］ボタンをクリックして設定を更新します。

8 ［認証］
接続するネットワークで使用されているユーザー認証方式を選
択します。

9 ［EAP］
RADIUSサーバーに設定されているEAPを選択します。

10 ［暗号化］
本機とネットワークの間の通信で使用される暗号化方式を選択
します。

お知らせ
■f 接続する無線 LANの認証方式により設定画面内容が異なります。
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［時刻設定］ページ
［詳細設定］→［時刻設定］をクリックします。

1
2

3
4
5
6
7

1 ［タイムゾーン］
タイムゾーンを選択します。
（日本はGMT+09:00）

2 ［タイムゾーンのセット］
タイムゾーンの設定を更新します。

3 ［NTP同期］
NTPサーバーと同期して、本機の日時を自動的に合わせる場
合は［ON］にします。

4 ［NTPサーバー名］
NTPサーバーと同期させる場合に、NTP■サーバーの IP■アド
レスまたはサーバー名を入力します。
（サーバー名を入力する場合はDNSサーバーの設定が必要で
す。）

5 ［日付］
変更する日付を入力します。

6 ［時刻］
変更する時間を入力します。

7 ［日時のセット］ボタン
日時設定を更新します。

お知らせ
■f 電源を入れた際に時刻がリセットされている場合は、本機内部の電池交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

［接続テスト］ページ
Eメールサーバー、POPサーバー、DNSサーバーなどとネットワークが接続しているかを確認できます。
［詳細設定］→［接続テスト］をクリックします。

1

2

3

4

1 ［接続先の IPアドレス］
テストするサーバーの IPアドレスを入力します。

2 ［送信］ボタン
接続テストを実行します。

3 接続できた場合の表示例
4 接続できなかった場合の表示例
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［ECOマネージメント設定］ページ
本機のECOマネージメント機能に関する設定を行うことができます。
［詳細設定］→［ECOマネージメント設定］をクリックします。

1
2

3

1 ［光源電力］
光源電力の設定を選択します。

2 ［無信号自動オフ］
無信号自動オフ機能を使用する場合、スタンバイ状態にするま
での時間を選択します。

3 ［送信］ボタン
設定を更新します。

お知らせ
■f 各設定項目の詳細内容については、本機のメニュー［セットアップ］→［ECOマネージメント］（z■61 ページ）をご覧ください。

［Eメール設定］ページ
異常時、あらかじめ設定しておいたEメールアドレス（最大2か所）にメールを送信できます。
［詳細設定］→［Eメール設定］をクリックします。

1

2

3

4

5

6

1 ［許可］
Eメール機能を使用する場合は［有効］を選択してください。

2 ［SMTPサーバー名］
Eメールサーバー（SMTP）の IPアドレスかサーバー名を入
力してください。サーバー名を入力する場合は、DNSサーバー
の設定が必要です。

3 ［送信者メールアドレス］
本機のEメールアドレスを入力してください。（半角で63文
字まで）

4 ［メモ］
Eメールの発信元がわかりやすいように、本機の設置場所など
を入力できます。（半角で63文字まで）

5 ［最短送信間隔］
温度警告メールの最短時間間隔を変更できます。初期値は60
分です。この場合、温度警告メールを送信後60分間は、再び
警告温度になってもメールを送信できません。

6 ［吸気温度］
温度警告メール用の設定温度を変更できます。この値を超えた
場合、温度警告メールを送信します。
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8

7

7 ［Eメールアドレス1］
送信する宛先のEメールアドレスを入力してください。

8 Eメールを送信する条件の設定
Eメールを送信する条件を選択します。
［メール内容］：
［通常］か［簡易］を選択します。
［エラー発生時］：
自己診断でエラーが発生した場合に送信します。
［吸気温度］：
吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送信します。
［定期報告］：
Eメールを定期的に送信する場合はチェックします。
チェックの付いている曜日・時間にメールを送信します。

11

10

9

9 ［Eメールアドレス2］
2つの Eメールアドレスを使う場合に、送信する宛先のEメー
ルアドレスを入力します。
2つの Eメールアドレスを使わない場合は未記入にします。

10 Eメールを送信する条件の設定
2つ目のEメールアドレスにEメールを送信する条件を選択し
ます。
［メール内容］：
［通常］か［簡易］を選択します。
［エラー発生時］：
自己診断でエラーが発生した場合に送信します。
［吸気温度］：
吸気温度が上欄に設定された値になった場合に送信します。
［定期報告］：
2つ目のEメールアドレスにEメールを定期的に送信する場合
はチェックします。チェックの付いている曜日・時間にメール
を送信します。

11 ［送信］ボタン
設定を更新します。
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［認証サーバー設定］ページ
メール送信にPOP認証またはSMTP認証が必要な場合は認証項目を設定します。
［詳細設定］→［認証サーバー設定］をクリックします。

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ［認証］
インターネットプロバイダー側が指示する認証方式を選択しま
す。

2 ［SMTP認証］
SMTP認証を選択した場合に設定します。

3 ［POPサーバー名］
POPサーバー名を入力します。
使用可能文字：
英数字（A～Z、a～ z、0～ 9）
マイナス記号（-）ピリオド（.）

4 ［ユーザー名］
POPサーバーまたはSMTPサーバーのユーザー名を入力しま
す。

5 ［パスワード］
POPサーバーまたはSMTPサーバーのパスワードを入力しま
す。

6 ［SMTPサーバー ポート番号］
SMTPサーバーのポート番号を入力します。
（通常は25番です）

7 ［POPサーバー ポート番号］
POPサーバーのポート番号を入力します。
（通常は110番です）

8 ［送信］ボタン
設定を更新します。

［ポート設定］ページ
コマンドコントロールで使用するポート番号を設定してください。
［詳細設定］→［ポート設定］をクリックします。

2
1

3

1 ［コマンドポート］
コマンド制御で使用するポート番号を入力します。

2 ［Wake on LANポート］
メニューの［スタンバイモード］が［ネットワーク］に設定さ
れている場合に、Wake■on■LAN機能に使用するポート番号を
入力します。

3 ［送信］ボタン
設定を更新します。
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送信するメール内容

Eメール設定時のメール送信例

Eメール設定を行ったときはこのようなメールを発信します。

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type  : NTN91000
Serial No  : 000000000000

-----  E-mail setup data-----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME            at [ 60] minutes interval 
INTAKE AIR TEMPERATURE  Over [ 32 degC / 89 degF ]

ERROR [ ON  ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]
PERIODIC REPORT
Sunday [ ON  ]  Monday [ ON  ] Tuesday [ ON  ] Wednesday [ ON  ] 
Thursday [ ON  ]  Friday [ ON  ] Saturday [ ON  ] 

00:00 [ ON  ] 01:00 [ ON  ]  02:00 [ ON  ] 03:00 [ ON  ] 
04:00 [ ON  ] 05:00 [ ON  ] 06:00 [ ON  ] 07:00 [ ON  ] 
08:00 [ ON  ] 09:00 [ ON  ] 10:00 [ ON  ] 11:00 [ ON  ] 
12:00 [ ON  ] 13:00 [ ON  ] 14:00 [ ON  ] 15:00 [ ON  ] 
16:00 [ ON  ] 17:00 [ ON  ] 18:00 [ ON  ] 19:00 [ ON  ] 
20:00 [ ON  ] 21:00 [ ON  ] 22:00 [ ON  ] 23:00 [ ON  ]

-----  check system -----
MAIN CPU BUS [   OK   ]
FAN [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE [   OK   ]
LD MODULE TEMPERATURE [   OK   ]
LOW-TEMPERATURE [   OK   ]
LD STATUS [   OK   ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR [   OK   ]
LD MODULE TEMP.SENSOR [   OK   ]
BATTERY [   OK   ]
PHOSPHOR WHEEL [   OK   ]
COLOR WHEEL [   OK   ]
COVER OPEN [   OK   ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00)

Intake air temperature :158 degC / 316 degF
Optics module temperature : 28 degC /  82 degF
PROJECTOR RUNTIME 30 H

--------  Current status --------
MAIN VERSION 1.00 
NETWORK VERSION 1.00 
SUB VERSION 1.00 
POWER STATUS POWER=ON
INPUT HDMI
SIGNAL NAME ---
SIGNAL FREQUENCY  ---kHz / ---Hz

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.10.100
MAC address 00:16:E8:6A:42:7E

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.12.100
MAC address C0:D9:62:F5:46:5B

Wed Jan 01 10:15:13 2014

----- Memo -----
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エラー時のメール送信例

エラーになったときはこのようなメールを発信します。

=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type : NTN91000
Serial No : 000000000000

----- check system -----
MAIN CPU BUS [   OK   ]
FAN [   OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE [   OK   ]
LD MODULE TEMPERATURE [   OK   ]
LOW-TEMPERATURE [ FAILED ]
LD STATUS [ FAILED ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR [   OK   ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR [   OK   ]
LD MODULE TEMP.SENSOR [   OK   ]
BATTERY [   OK   ]
PHOSPHOR WHEEL [   OK   ]
COLOR WHEEL [   OK   ]
COVER OPEN [   OK   ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 89)

Intake air temperature :158 degC / 316 degF
Optics module temperature : 28 degC /  82 degF
PROJECTOR RUNTIME 30 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION 1.00 
NETWORK VERSION 1.00 
SUB VERSION 1.00 
POWER STATUS POWER=ON
INPUT HDMI
SIGNAL NAME ---
SIGNAL FREQUENCY ---kHz / ---H

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.10.100
MAC address 00:16:E8:6A:42:7E

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client OFF 
IP address 192.168.12.100
MAC address C0:D9:62:F5:46:5B

Wed Jan 01 10:21:13 2014

----- Memo -----
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［パスワード変更］ページ
［パスワード変更］をクリックします。

1

2

3

1 ［Administrator］
［Administrator］（アドミニストレーター）の設定を変更する
場合に選択します。

2 ［User］
［User］（ユーザー）の設定を変更する場合に選択します。

3 ［次へ］ボタン
パスワードの設定を変更する画面を表示します。

［Administrator］（アドミニストレーター）について

1

2

3
4
5

6

7

1 ［変更アカウント］
変更するアカウントが表示されます。

2 ［変更前］［ユーザー名］
変更前のユーザー名を入力します。

3 ［変更前］［パスワード］
変更前のパスワードを入力します。

4 ［変更後］［ユーザー名］
変更後のユーザー名を入力します。（半角で16文字まで）

5 ［変更後］［パスワード］
変更後のパスワードを入力します。（半角で16文字まで）

6 ［変更後］［パスワード（再入力）］
変更後のパスワードを再度入力します。

7 ［OK］ボタン
パスワードの変更を確定します。

［User］（ユーザー）について

1

2

3

5
4

1 ［変更アカウント］
変更するアカウントが表示されます。

2 ［変更後］［ユーザー名］
変更後のユーザー名を入力します。（半角で16文字まで）

3 ［変更後］［パスワード］
変更後のパスワードを入力します。（半角で16文字まで）

4 ［変更後］［パスワード（再入力）］
変更後のパスワードを再度入力します。

5 ［OK］ボタン
パスワードの変更を確定します。
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［パスワード変更］（ユーザー権限でアクセスした場合）

ユーザー権限時はパスワードの変更のみ有効です。

1

2

4

3

1 ［旧パスワード］
変更前のパスワードを入力します。

2 ［新パスワード］
変更後のパスワードを入力します。（半角で16文字まで）

3 ［確認（再入力）］
変更後のパスワードを再度入力します。

4 ［OK］ボタン
パスワードの変更を確定します。

お知らせ
■f アドミニストレーターのアカウントを変更する場合は、［変更前］の［ユーザー名］と［パスワード］の入力が必要です。

［Crestron Connected(TM)］ページ
Crestron■ConnectedTM で本機の監視 /制御を行うことができます。
WEB制御画面からCrestron■ConnectedTMの操作ページを起動するには、アドミニストレーター権限でアクセスする必要があります。（ユー
ザー権限では、WEB制御画面に［Crestron■Connected（TM）］ボタンが表示されません。）
［Crestron■Connected（TM）］をクリックすると、Crestron■ConnectedTM の操作ページが表示されます。
ご使用のコンピューターにAdobe®■Flash®■Player がインストールされていない場合、もしくは Flash に対応していないWEBブラウザー
では表示されません。その場合、操作ページの［Back］をクリックして前のページに戻ってください。

操作ページ

1

2

3

4

5

6

7

1 ［Tools］/［Info］/［Help］タブ
本機の設定 /情報 /ヘルプページに切り換えるタブです。

2 ［POWER］ボタン
電源の切 /入を切り換えます。

3 ［VOL DOWN］/［AV MUTE］/［VOL UP］ボタン
音量 /AVミュートの操作をします。
本機の電源が切れている場合、これらの操作はできません。

4 ［Input Select］ボタン
入力切り換えの操作をします。
本機の電源が切れている場合、操作はできません。

5 メニュー画面の操作ボタン
メニュー画面の操作をします。

6 画質調整ボタン
画質に関する項目の操作をします。

7 ［Back］ボタン
前のページへ戻る操作をします。

お願い
■f 本機の電源を入れる操作をする際は、本機周辺の人の目に、突然光源からの光が入ることがないように注意してください。
もしくは、突然本機が投写を開始しても、本機周辺の人の目に光源からの光が入らない設置環境の場合にのみ操作するようにしてください。
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［Tools］ページ

操作ページで［Tools］タブをクリックします。

1

2

3

4

5

1 ［Control System］
本機に接続するコントローラーとの通信に必要な情報を設定し
ます。

2 ［User Password］
Crestron■ConnectedTM の操作ページ内でのユーザー権限パ
スワードを設定します。

3 ［Admin Password］
Crestron■ConnectedTM の操作ページ内でのアドミニスト
レーター権限パスワードを設定します。

4 ネットワークステータス
有線 LANの設定内容を表示します。
［DHCP］
現在設定している値を表示します。
［IpAddress］
現在設定している値を表示します。
［SubnetMask］
現在設定している値を表示します。
［DefaultGateway］
現在設定している値を表示します。
［DNSServer］
現在設定している値を表示します。

5 ［Exit］ボタン
操作ページに戻ります。

［Info］ページ

操作ページで［Info］タブをクリックします。

4
5

6
7

1

2
3

8

1 ［Projector Name］
プロジェクター名を表示します。

2 ［Mac Address］
MACアドレスを表示します。

3 ［Lamp Hours］
本機の使用時間を表示します。

4 ［Power Status］
電源の状態を表示します。

5 ［Source］
選択している映像入力を表示します。

6 ［Lamp Mode］
光源モードを表示します。

7 ［Error Status］
エラーの状態を表示します。

8 ［Exit］ボタン
操作ページに戻ります。
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［Help］ページ

操作ページで［Help］タブをクリックします。
［Help■Desk］ウィンドウが表示されます。

1

1 ［Help Desk］
Crestron■ConnectedTM を利用する管理者とのメッセージの
送受信ができます。
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Miracast 機能について
Miracast 対応端末と本機を無線 LAN接続して、端末側の画面を本機で投映する機能です。

Miracast 対応端末と接続する

1) 〈Miracast〉 ボタンを押す
■f 入力が■Miracast に切り換わり、Miracast 待ち受け画面が投映されます。

2) Miracast 対応端末でMiracast アプリケーションを起動する
■f Miracast 待ち受け画面に表示されている本機のプロジェクター名 /ネットワーク ID/ 無線 LANのMACアドレスを確認し、
Miracast アプリケーション上で該当の機器名を選択してください。

3) qwボタンで、投映画面上の接続端末認証画面の［OK］を選択し、〈決定〉ボタンを押す
■f 接続した端末の画面が表示されます。

お知らせ
■f Miracast アプリケーションの名前や起動方法は、機種により異なります。
■f Miracast アプリケーションの操作については、お使いの端末の取扱説明書などをご覧ください。
■f 工場出荷時のプロジェクター名は、「NAME□□□□」、ネットワーク IDは「Proj □□□□」（□□□□は4桁の数字で、各製品によっ
て異なる）です。本機のプロジェクター名 /ネットワーク ID/ 無線 LANのMACアドレスは、メニューの［ネットワーク］→［ネットワー
クステータス］（z■74 ページ）で確認できます。

Miracast 対応端末との接続を終了する
端末のMiracast アプリケーションで切断処理を行ってください。切断後は、Miracast 待ち受け画面が投映されます。
端末の電源を切るなど、切断処理を行わずに強制的に接続を切断した場合は、Miracast 待ち受け画面が表示されるまでに時間がかかる場合
があります。

お知らせ
■f Miracast は、Wi-Fi■Alliance によって規格化された方式で、著作権保護コンテンツ (HDCP規格のDVDなど ) の表示が可能です。
■f メニューの［無線 LAN］（z■68 ページ）を［無効］に設定している場合は、Miracast 機能も無効になります。
■f［プロジェクター名］にスペースを使用した場合、Miracast 対応端末の機種によってはスペース以降の文字が表示されないことがあります。



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

118   

コンテンツマネージャーについて
コンテンツマネージャーには、次の機能があります。
 f サイネージ再生機能
■g 登録されたスケジュールに従って、SDカード内の静止画／動画／音楽ファイルの再生、光源の明るさ変更、電源の切／入操作をする
■g スライドショーの設定に従ってSDカード内の静止画／動画ファイルを再生する

 f サイネージ設定機能
■g スケジュールを設定する
■g スライドショーの設定を行う

なお、本項“コンテンツマネージャーについて”で用いる主な用語の定義は、次のとおりです。

用語 説明

コンテンツ

コンテンツマネージャーに登録した素材のことをいいます。静止画 /動画 /外部入力 /音楽の
4つの再生用のコンテンツと、明るさ /電源の2つの本機制御用のコンテンツがあります。
このうち静止画 /動画 /音楽コンテンツは、静止画 /動画 /音楽ファイルを用いてコンテンツ
マネージャーに登録します。

映像コンテンツ 静止画 /動画 /外部入力の3つの再生用のコンテンツの総称をいいます。

外部入力コンテンツ 本機のHDMI 入力に入力された信号を、1つの素材としてコンテンツマネージャーに登録した
ものをいいます。

明るさコンテンツ 本機の光源の明るさを変更する素材のことをいいます。

電源コンテンツ 本機の電源を切 /入操作する素材のことをいいます。

プレイリスト 複数の静止画 /動画 /外部入力コンテンツをまとめて、1つの素材としてコンテンツマネー
ジャーに登録したものをいいます。

タイムテーブル 1日に再生するコンテンツの内容、再生時間、再生順序などを設定したものをいいます。

サイネージ再生で使用できるファイル
サイネージ再生機能（スケジュール /スライドショー）では、以下の静止画／動画／音楽ファイルを使用できます。

静止画

拡張子 フォーマット 制限事項

jpg/jpeg JPEG

画素数：最大8 000× 8 000
（プログレッシブ形式の場合は、最大4 096× 4 096)

YUVフォーマット：YUV444、YUV422、YUV411のみ対応

カラーモード：RGBのみ対応

bmp Windows■Bitmap
画素数：最大2 000× 2 000（1,■4,■8,■16,■24,■32 bit■対応）

次の形式には対応していません。
ランレングス圧縮、ビットフィールド、トップダウン、透過データ

動画 *1

拡張子
コーデック 制限事項 *2

映像 音声 映像 音声

mov
H.264/MPEG-4■AVC

Motion■JPEG
AAC

Linear■PCM
解像度：
最大1 920× 1 080
最小240× 180

フレームレート：
最大30 fps

ビットレート：
最大40 Mbps

サンプルレート：
最大48 kHz
（Linear■PCMの場合は、
最大16 kHz）

チャンネル：
最大2 ch

ビットレート：
最大384 kbps

avi
H.264/MPEG-4■AVC

Motion■JPEG
MPEG-4

MPEG-1/2■Audio■
Layer-3■(MP3)

AAC
Linear■PCM

mp4
H.264/MPEG-4■AVC

MPEG-4
AAC

MPEG-4■AAC-LC

mpg/mpeg MPEG-2 MPEG-1/2■Audio■
Layer-2

wmv WMV9 WMA

*1■ 複数台のプロジェクターでスケジュールを同時再生する場合、動画コンテンツには次の動画ファイルを使用してください。これ以外の動画ファイ
ルを使用した場合、同時再生の機能が正しく動作しない場合があります。
同時再生について、詳しくは“複数台のプロジェクターでスケジュールを同時再生する”（z■178ページ）をご覧ください。
■f拡張子：mp4 映像コーデック：H.264/MPEG-4■AVC 音声コーデック：AAC
■f拡張子：mpg/mpeg 映像コーデック：MPEG-2 音声コーデック：MPEG-1/2■Audio■Layer-2
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*2■ 以下の動画ファイルには対応していません。
■f映像コーデックが■WMV7、WMV8、DivX、またはXvid
■f非圧縮映像
■fマルチアングル映像
■fプロファイルがAdvanced■Simple■Profile■@■Level■0 またはAdvanced■Simple■Profile■@■Level■1

音楽

拡張子 音声コーデック 音声フォーマット
aac AAC サンプルレート：最大48 kHz

チャンネル：最大2 ch

ビットレート：最大384 kbps

mp3 MPEG-1/2■Audio■
Layer-3■(MP3)

wma WMA

お知らせ
■f 静止画 /動画 /音楽ファイルの一部の情報については、該当のファイルにアクセス可能なコンピューターで確認できます。
操作例
 g Windowsコンピューターの場合
1.■ファイルを右クリックし、［プロパティ］をクリックする
2.■［詳細］タブをクリックする
 g Macの場合
1.■「Control」キーを押しながらファイルをクリックし、［情報を見る］をクリックする
2.■［詳細情報］をクリックする

■f 使用できるファイルのサイズは最大2 GBです。
なお、2 GBの動画ファイルを用いた場合の再生時間は次のとおりです。ただし、次の再生時間は目安であり、エンコードやコーデック
などの圧縮方法により、再生時間が異なる場合があります。

解像度 ビットレート 再生時間の目安
720 x 240 約 2 Mbps 約 120分
720 x 480 約 5 Mbps 約 50分

■f DRM（Digital■Rights■Management、デジタル著作権管理）で保護されたファイルは使用できません。
■f 記載されている対応フォーマットのファイルでも使用できないものがあります。
■f SDカードは、データ転送速度が速い製品をご使用ください。転送速度が遅いと、SDカードに記録されている動画や音楽を正常に再生で
きない場合や、静止画の表示に時間がかかる場合があります。（スピードクラス：Class10を推奨）
■f 本機で使用できるSDカードについては、“本機で使えるカード”（z■39 ページ）をご覧ください。

サイネージ設定に使用できるコンピューター
サイネージ設定は、クライアントコンピューター（iPad/iPhone/iPod■touch や Android 端末を含む）を本機に接続して行います。
設定には、WEBブラウザーが必要です。あらかじめ次の条件を満たすコンピューターを準備してください。

OS（オペレーティングシステム） WEBブラウザー

Windows■7■/■Windows■8■/■Windows■8.1

Internet■Explorer■10.0/11.0
※■■Windows■8 のモダンUI 用 Internet■Explorer■10、■
Windows■8.1 のモダンUI 用 Internet■Explorer■11を除く

Google■Chrome■33
Mac■OS■X■v10.6■/■Mac■OS■X■v10.7■/■
Mac■OS■X■v10.8■/■Mac■OS■X■v10.9 Safari■5.0/6.0/7.0

Android■4.1/4.2/4.3/4.4 Google■Chrome
iOS■6/7 Safari■6.0/7.0



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

120   

サイネージ設定の手順
コンテンツマネージャーでサイネージ設定を行う主な手順は次のとおりです。詳しくは、各参照ページをご覧ください。

スケジュールを登録して再生する場合

1) SDカードスロットにSDカードを入れる（z 39 ページ“SDカードを入れる”）

2) クライアントコンピューター（iPad/iPhone/iPod touch や Android 端末を含む）と本機を LAN接続す
る（z 91 ページ“ネットワーク接続について”）

3) WEBブラウザーから本機にアクセスし、コンテンツマネージャーにログインする（z 121ページ“コ
ンテンツマネージャーにログインする”）

4) スタート画面で［スケジュール］ボタンをクリックする

5) タイムテーブルを作成する（z 124ページ“タイムテーブルを作成する”）

6) スケジュールを登録する（z 151ページ“スケジュールを設定する”）

7) スケジュールの再生を開始する（z 160ページ“スケジュールの再生を開始する”）

お知らせ
■f コンテンツマネージャーを使用する場合は、必ずSDカードの書き込み禁止スイッチを解除してご使用ください。（z■39 ページ）
■f コンテンツマネージャーで作成または登録したスケジュール、タイムテーブル、コンテンツなどのデータは、SDカード内の“PRIVATE”
フォルダーに保存されます。コンテンツマネージャーにログインしたときに、SDカード内に“PRIVATE”フォルダーが存在しない場合は、
自動的に“PRIVATE”フォルダーが作成されます。
■f コンピューターでSDカード内の“PRIVATE”フォルダーを削除したりすると、コンテンツマネージャーで作成または登録したスケジュー
ル、タイムテーブル、コンテンツなどのデータを失うことになります。
■f メニューの［セットアップ］→［ECO■マネージメント］→［スタンバイモード］（z■62 ページ）の設定が［ECO］または［ネットワー
ク］で、本機をスタンバイ状態にしている場合、クライアントコンピューターから本機のコンテンツマネージャーにログインできません。
■f スタート画面で［スケジュール］をクリックしたあと［スライドショー］の操作に切り換える場合は、いったんコンテンツマネージャーか
らログアウトしてからログインし直してください。

スライドショーの設定を登録して再生する場合

1) SDカードスロットにSDカードを入れる（z 39 ページ“SDカードを入れる”）

2) クライアントコンピューター（iPad/iPhone/iPod touch や Android 端末を含む）と本機を LAN接続す
る（z 91 ページ“ネットワーク接続について”）

3) WEBブラウザーから本機にアクセスし、コンテンツマネージャーにログインする（z 121ページ“コ
ンテンツマネージャーにログインする”）

4) スタート画面で［スライドショー］ボタンをクリックする

5) スライドショーの設定を登録する（z 182ページ“スライドショーの設定を登録する”）

6) スライドショーを開始する（z 190ページ“スライドショーを開始する”）

お知らせ
■f サイネージ再生機能およびサイネージ設定機能を使用する場合は、必ずSDカードの書き込み禁止スイッチを解除してご使用ください。
（z■39 ページ）
■f コンテンツマネージャーで登録したスライドショーの設定やコンテンツなどのデータは、SDカード内の“PRIVATE”フォルダーに保
存されます。コンテンツマネージャーにログインしたときに、SDカード内に“PRIVATE”フォルダーが存在しない場合は、自動的に
“PRIVATE”フォルダーが作成されます。
■f コンピューターでSDカード内の“PRIVATE”フォルダーを削除したりすると、コンテンツマネージャーで登録したスライドショーの設
定やコンテンツなどのデータを失うことになります。
■f メニューの［セットアップ］→［ECO■マネージメント］→［スタンバイモード］（z■62 ページ）の設定が［ECO］または［ネットワー
ク］で、本機をスタンバイ状態にしている場合、クライアントコンピューターから本機のコンテンツマネージャーにログインできません。
■f スタート画面で［スライドショー］をクリックしたあと［スケジュール］の操作に切り換える場合は、いったんコンテンツマネージャーか
らログアウトしてからログインし直してください。
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サイネージ再生画面の説明
サイネージ再生中（スケジュール /スライドショー）に投写画面右上に表示されるアイコンは、次の意味を表します。

アイコン 意味
SDカードスロットにSDカードが挿入されていない、SDカード内の再生コンテンツのファイルが破損し
ているなど、サイネージ再生（スケジュール /スライドショー）ができないことを示しています。

サイネージ再生（スケジュール /スライドショー）を停止していることを示しています。

WEBブラウザーからのアクセスのしかた
クライアントコンピューター（iPad/iPhone/iPod■touch や Android 端末を含む）と本機を１対１で接続して使用します。

お願い
■f コンテンツマネージャーを使用中にWEBブラウザーを閉じた場合、ログアウトされずにログイン状態が継続されます。このため、しばら
くの間（最大20分）同じ権限でログインできなくなります。必ずログアウトしたうえでWEBブラウザーを閉じてください。
■f 無線 LAN接続でコンテンツマネージャーを使用中に、使用者がコンピューターを持ち出して無線の電波が届かないところに移動するなど
して本機との通信が途切れた場合でも、ログイン状態が継続されます。このため、しばらくの間（最大20分）同じ権限でログインできな
くなります。コンテンツマネージャーを使用中は、安定して通信ができる範囲内で操作してください。

コンテンツマネージャーにログインする
WEBブラウザーを起動して、コンテンツマネージャーにログインします。

1) コンピューターのWEBブラウザーを起動する

2) WEBブラウザーのURL入力欄に「http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/」と入力する
■f xxx.xxx.xxx.xxx■は、本機に設定した IPアドレスです。
■f ログイン画面が表示されます。

3) ［ログイン］をクリックする

4) ユーザー名とパスワードを入力する
■f 工場出荷時の設定は、ユーザー名 :user1（ユーザー権限）/admin1（管理者権限）、パスワード：panasonic（小文字）です。
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5) ［OK］ボタンをクリックする
■f スタート画面が表示されます。

6) ［スケジュール］または［スライドショー］をクリックする
■f［スケジュール］画面または［スライドショー］画面が表示されます。

お知らせ
■f 最初に管理者権限でログインし、［スケジュール］をクリックしてパスワードを変更してください。（z■177ページ“ログイン情報を変
更する場合”）
■f コンテンツマネージャーのユーザー名 /パスワードは、WEB制御機能のユーザー名 /パスワードとは別管理になります。
■f 管理者権限、ユーザー権限でログインできるのは、それぞれ1名です。同じ権限で2名ログインしたり、同時に3名以上ログインしたり
することはできません。
■f 管理者権限でログインした場合は、コンテンツマネージャーの全機能を使用できます。ユーザー権限でログインした場合は、登録されてい
るスケジュールやタイムテーブル、設定されているスライドショーの内容を確認することはできますが、登録や編集、再生操作はできません。
■f SDカードスロットにSDカードが入っていない場合や、本機がSDカードを認識できなかった場合は、強制的にログアウトされます。
■f コンテンツマネージャーの画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
■f WindowsコンピューターやMac■に対応した画像転送用のアプリケーションソフトウェア「ワイヤレスマネージャーME6.2」や、iPad■
/■iPhone■/■iPod■touch、Android 端末に対応した当社の画像転送用のアプリケーションソフトウェア、また LAN接続された複数台のプ
ロジェクターを監視・制御するソフトウェア「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」からでも本機のコンテンツマネージャーを呼
び出すことができます。
「ワイヤレスマネージャーME6.2」、「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」について詳しくは、付属のCD-ROMに収録されて
いるそれぞれの取扱説明書をご覧ください。iPad■/■iPhone■/■iPod■touch、Android 端末に対応した画像転送用のアプリケーションソフ
トウェアについては、次のURLを参照してください。
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/

■f コンピューターの画面イラストについて
本書では、OSは「Windows■8」、WEBブラウザーは「Internet■Explorer■10」を使用しているものとして説明しています。お客様が
お使いのOSやWEBブラウザー、コンピューターの種類によっては画面の大きさや表示が本書と異なる場合があります。また、以降の操
作手順にある「ファイル選択画面」は、OS標準の機能を使用しています。

コンテンツマネージャーからログアウトする
サイネージ設定（スケジュール /スライドショー）を終了してコンテンツマネージャーからログアウトします。

1) 画面右上の［ログアウト］ボタンをクリックする
■f コンテンツマネージャーからのログアウトが完了し、ログイン画面が表示されます。

2) WEBブラウザーの閉じるボタンをクリックして終了する
■f 再度、コンテンツマネージャーを使用する場合、WEBブラウザーから本機へアクセスしてください。（z■121ページ“コンテン
ツマネージャーにログインする”）

お知らせ
■f スタート画面以外に、［スケジュール］画面や［スライドショー］画面などでもログアウトできます。
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［スケジュール］について
SDカード内の静止画／動画／音楽ファイルの再生、電源の切／入、光源の明るさの変更を行うスケジュールの登録や編集、再生操作を行い
ます。

お知らせ
■f サイネージ再生（スケジュール）は、本機のローカル日時で動作します。

スケジュール画面について
スタート画面で［スケジュール］をクリックすると、スケジュール画面が表示されます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ［運用情報］ボタン
クリックすると、運用情報ページが表示されます。
再生中のコンテンツの情報や、割り当てられているスケジュー
ルを確認します。（z■159ページ“スケジュールの運用情報
を確認する”）
また、スケジュールの再生操作（z■160ページ“スケジュー
ルの再生を開始する”）や、割込再生の設定（z■161ページ
“割込再生を設定する”）を行います。

2 ［スケジュール］ボタン
クリックすると、スケジュールページが表示されます。
日々のスケジュールを登録します。（z■151ページ“スケ
ジュールを設定する”）

3 ［タイムテーブル］ボタン
クリックすると、タイムテーブルページが表示されます。
1日に再生する内容を登録します。（z■124ページ“タイム
テーブルを作成する”）

4 プロジェクター名
接続先プロジェクターのプロジェクター名を表示します。

5 ログイン権限情報
ログインしているアカウントの権限を表示します。

6 カレンダーアイコン
クリックすると、スケジュール確認画面が表示されます。
登録されているスケジュールを確認します。（z■168ページ
“スケジュールを確認する”）

7 履歴アイコン
クリックすると、履歴画面が表示されます。
再生済みのコンテンツを確認します。（z■170ページ“再生
履歴を確認する”）

8 設定アイコン（管理者権限のみ）
クリックすると、設定画面が表示されます。
スケジュールのシステム設定やデータ管理、ログイン情報の設
定を行います。（z■171ページ“スケジュールの設定を行う”）

9 プロジェクター時刻
接続先プロジェクターの時刻を表示します。
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タイムテーブルを作成する
1日に再生するコンテンツの内容と再生時間、および再生順序をタイムテーブルとして設定します。

 rタイムテーブルページ

16

15

17

12

14

11

1
2

3

6
5 13

7

8

9

10

4

1 コンテンツ選択タブ
タイムテーブルに登録するコンテンツの種類を選択します。
クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

2 コンテンツ並べ替え
「コンテンツ一覧」の表示順序を選択します。
 ［登録日順（昇順）］/［登録日順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、登録日順で表示します。
■［名称順（昇順）］/［名称順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、コンテンツ名順で表示します。
■［ファイル名順（昇順）］/［ファイル名順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、ファイル名順で表示します。

3 ［キーワード検索］
検索したい文字列を入力して検索アイコン をクリックする
と、SDカード内の“PRIVATE”フォルダーに保存されてい
るコンテンツを検索します。検索対象はコンテンツによって異
なります。
■ 静止画 /動画 /音楽コンテンツ：
■ ■ コンテンツ名とファイル名
■ プレイリスト：
■ ■ プレイリスト名
■ 明るさコンテンツ：
■ ■ 明るさ
検索結果は「コンテンツ一覧」に表示されます。

4 コンテンツ一覧
SDカード内に登録されているコンテンツを表示します。

5 ［タイムテーブル名］
タイムテーブルの名称を入力します。
または、編集中のタイムテーブル名を表示します。クリックす
ると、タイムテーブル名を編集できます。

6 タイムテーブル管理番号
編集中のタイムテーブルの管理番号を表示します。
タイムテーブル登録時に自動的に付与されます。

7 明るさコンテンツ表示アイコン
選択するとアイコンが黄色になり、登録されている明るさコン
テンツがタイムテーブルに表示されます。もう一度アイコンを
クリックして選択を解除すると、アイコンが白色になります。

8 電源コンテンツ表示アイコン
選択するとアイコンが黄色になり、登録されている電源コンテ
ンツがタイムテーブルに表示されます。もう一度アイコンをク
リックして選択を解除すると、アイコンが白色になります。

9 音楽コンテンツ表示アイコン
選択するとアイコンが黄色になり、登録されている音楽コンテ
ンツがタイムテーブルに表示されます。もう一度アイコンをク
リックして選択を解除すると、アイコンが白色になります。

10 ［新規作成］ボタン（管理者権限のみ）
クリックすると、編集中のタイムテーブルを破棄して、新たに
タイムテーブルを作成できます。

11 コンテンツ追加アイコン（管理者権限のみ）
SDカードにコンテンツを追加登録します。（z■136ページ
“コンテンツを登録する場合”）

12 コンテンツ削除アイコン（管理者権限のみ）
SDカードに登録されているコンテンツを削除します。
（z■138ページ“コンテンツを削除する場合”）

13 表示スケール
「タイムテーブル」の表示スケールを設定します。

14 タイムテーブル登録コンテンツ削除アイコン（管理者権限のみ）
タイムテーブルに登録したコンテンツを削除します。

15 タイムテーブル
タイムテーブルに登録したコンテンツを表示します。

16 ［保存］ボタン（管理者権限のみ）
クリックすると、編集中のタイムテーブルの設定がSDカード
に登録されます。

17 ［プレビュー］ボタン
クリックすると、編集中のタイムテーブルをWEBブラウザー
上、または投写画面でプレビュー表示できます。（z■134ペー
ジ“タイムテーブルの内容をプレビューする場合”）
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 rタイムテーブル作成の手順

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) ［タイムテーブル］ボタンをクリックする
■f タイムテーブルページが表示されます。
次の画面は、コンテンツマネージャーをはじめて使う場合や、新しいSDカードを入れて使用する場合の例です。

タイムテーブル

コンテンツ一覧

3) コンテンツ一覧にコンテンツを登録する
■f タイムテーブルに静止画／動画／音楽コンテンツを登録する場合は、あらかじめ静止画／動画／音楽ファイルをコンテンツ一覧に登
録しておく必要があります。登録手順について詳しくは、“コンテンツを登録する場合”（z■136ページ）をご覧ください。
■f 複数の静止画／動画／外部入力コンテンツを１つにまとめてプレイリストとしてあらかじめコンテンツマネージャーに登録しておく
場合は、“プレイリストを登録する場合”（z■140ページ）をご覧ください。

4) コンテンツをタイムテーブルに登録する
■f コンテンツ一覧にあるコンテンツを、タイムテーブルに登録します。登録手順について詳しくは、“タイムテーブルにコンテンツを登
録する場合”（z■126ページ）をご覧ください。

5) タイムテーブルの内容を確認する
■f コンテンツを登録したタイムテーブルの内容を、プレビュー映像で確認します。

お知らせ
■f 指定日ごと、または曜日ごとに使用するタイムテーブル（１日に再生する内容）の作成が完了したら、スケジュールを設定します。詳しく
は、“スケジュールを設定する”（z■151ページ）をご覧ください。
■f タイムテーブルやコンテンツ一覧の操作については、次の各項目の説明をご覧ください。
■g“タイムテーブルにコンテンツを登録する場合”（z■126ページ）
■g“タイムテーブルに登録した映像コンテンツを削除する場合”（z■129ページ）
■g“タイムテーブルに登録した音楽コンテンツを削除する場合”（z■130ページ）
■g“タイムテーブルに登録した明るさコンテンツを削除する場合”（z■131ページ）
■g“タイムテーブルに登録した電源コンテンツを削除する場合”（z■132ページ）
■g“タイムテーブルに登録したコンテンツの設定を変更する場合”（z■133ページ）
■g“タイムテーブルの内容をプレビューする場合”（z■134ページ）
■g コンテンツ一覧に“コンテンツを登録する場合”（z■136ページ）
■g コンテンツ一覧から“コンテンツを削除する場合”（z■138ページ）
■g“コンテンツの登録情報を編集する場合”（z■139ページ）
■g“プレイリストを作成する”（z■140ページ）
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タイムテーブルにコンテンツを登録する場合

タイムテーブルにコンテンツを登録します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) 「コンテンツ選択タブ」の中からタイムテーブルに登録するコンテンツのタブをクリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

2) コンテンツをタイムテーブルに登録する
■f タイムテーブルに登録するコンテンツを、「コンテンツ一覧」から「タイムテーブル」へドラッグ＆ドロップします。

タイムテーブル

コンテンツ一覧

■f「コンテンツ一覧」へ新たなコンテンツ（静止画 /動画 /音楽コンテンツのみ）を追加登録する場合は、“コンテンツを登録する場合”
（z■136ページ）をご覧ください。
■f プレイリストを「コンテンツ一覧」へ登録する場合は、“プレイリストを登録する場合”（z■140ページ）をご覧ください。
■f 登録するコンテンツごとに、次の［コンテンツ登録］画面が表示されます。必要な項目を設定し、手順 3) に進んでください。
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1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

6

8

静止画コンテンツを登録する場合 動画 /外部入力コンテンツを登録する場合

1

2

3

4

6

9
8

1

2

3

4

8

プレイリストを登録する場合 音楽コンテンツを登録する場合

2

3

4

7

8

2

3

4

8

明るさコンテンツを登録する場合 電源コンテンツを登録する場合

1 ［コンテンツ名］
選択しているコンテンツ名を表示します。

2 ［開始時刻］
コンテンツの再生を開始する時刻を設定します。

3 ［終了時刻］
ラジオボタンを選択のうえ、コンテンツの再生を終了する時刻
を設定します。

4 ［再生時間］
ラジオボタンを選択のうえ、コンテンツの再生を行う時間を設
定します。

5 ［映像効果］
静止画コンテンツの再生画面転換時に使う特殊効果を設定しま
す。
設定項目の内容は、“［映像効果］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

6 ［色設定］
映像コンテンツを再生するときに反映する色設定を選択しま
す。
設定項目の内容は、“［色設定］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

7 ［明るさ］
映像コンテンツを再生するときに反映する明るさを選択しま
す。

8 ［決定］ボタン
クリックすると、設定の内容を確定します。

9 ［表示］ボタン
クリックすると、［プレイリスト編集］画面が表示されます。
（z■143ページ“プレイリストを編集する場合”）
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3) 各種設定を行い、［決定］ボタンをクリックする
■f「タイムテーブル」にコンテンツが登録されます。

■f 続けてコンテンツを追加する場合は、手順 1) に戻って操作してください。

4) タイムテーブル名を入力する
■f［タイムテーブル名］欄に名称を入力してください。最大半角24文字まで入力できます。

［タイムテーブル名］

5) ［保存］ボタンをクリックする
■f 作成したタイムテーブルがSDカードに登録されます。
■f タイムテーブル登録時に、タイムテーブル管理番号が自動的に付与されます。
■f 続けてタイムテーブルを作成する場合は、［新規作成］ボタンをクリックしてください。

お願い
■f 電源コンテンツは、突然本機が投写を開始しても本機周辺の人の目に光源からの光が入らない設置環境の場合にのみタイムテーブルに登録
してください。

お知らせ
■f タイムテーブルは最大99個まで登録できます。
■f 1つのタイムテーブルには、最大100個のコンテンツを登録できます。
■f 動画 /外部入力コンテンツを再生中は、音楽コンテンツは再生されません。
■f タイムテーブル名を入力せずに［保存］ボタンをクリックすると、タイムテーブル名入力画面が表示されます。タイムテーブル名を入力し、
［決定］ボタンをクリックしてください。
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タイムテーブルに登録した映像コンテンツを削除する場合

タイムテーブルに登録されている映像コンテンツ（静止画 /動画 /外部入力コンテンツ、プレイリスト）を削除します。

明るさコンテンツ表示

電源コンテンツ表示

音楽コンテンツ表示

タイムテーブル登録
コンテンツ削除

タイムテーブル

1) 明るさコンテンツ表示アイコン 、電源コンテンツ表示アイコン 、音楽コンテンツ表示アイコン
を非選択状態にする
■f 黄色になっているアイコンがある場合は、そのアイコンをクリックして選択を解除してください。

2) タイムテーブル登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除する映像コンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする

5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した映像コンテンツがタイムテーブルから削除されます。
■f タイムテーブルからコンテンツを削除しても、そのコンテンツはSDカードから削除されません。
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タイムテーブルに登録した音楽コンテンツを削除する場合

タイムテーブルに登録されている音楽コンテンツを削除します。

音楽コンテンツ表示

タイムテーブル登録
コンテンツ削除

タイムテーブル

1) 音楽コンテンツ表示アイコン をクリックし、選択状態にする
■f 選択するとアイコンが黄色になります。
■f アイコンが白色の場合は非選択状態です。もう一度アイコンをクリックしてください。

2) タイムテーブル登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除する音楽コンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする

5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した音楽コンテンツがタイムテーブルから削除されます。
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タイムテーブルに登録した明るさコンテンツを削除する場合

タイムテーブルに登録されている明るさコンテンツを削除します。

明るさコンテンツ
表示

タイムテーブル登録
コンテンツ削除

タイムテーブル

1) 明るさコンテンツ表示アイコン をクリックし、選択状態にする
■f 選択するとアイコンが黄色になります。
■f アイコンが白色の場合は非選択状態です。もう一度アイコンをクリックしてください。

2) タイムテーブル登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除する明るさコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする

5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した明るさコンテンツがタイムテーブルから削除されます。
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タイムテーブルに登録した電源コンテンツを削除する場合

タイムテーブルに登録されている電源コンテンツを削除します。

電源コンテンツ
表示

タイムテーブル登録
コンテンツ削除

タイムテーブル

1) 電源コンテンツ表示アイコン をクリックし、選択状態にする
■f 選択するとアイコンが黄色になります。
■f アイコンが白色の場合は非選択状態です。もう一度アイコンをクリックしてください。

2) タイムテーブル登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除する電源コンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする

5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した電源コンテンツがタイムテーブルから削除されます。
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タイムテーブルに登録したコンテンツの設定を変更する場合

タイムテーブルに登録されているコンテンツの設定を変更します。

タイムテーブル

1) 「タイムテーブル」上の、設定を変更するコンテンツをクリックする
■f 設定を変更するコンテンツごとに、次の［コンテンツ編集］画面が表示されます。必要な項目を設定し、手順 2) に進んでください。

1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

6

8

静止画コンテンツをクリックした場合 動画 /外部入力コンテンツをクリックした場合

1

2

3

4

6

9
8

1

2

3

4

8

プレイリストをクリックした場合 音楽コンテンツをクリックした場合

2

3

4

7

8

2

3

4

8

明るさコンテンツをクリックした場合 電源コンテンツをクリックした場合
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1 ［コンテンツ名］
選択しているコンテンツ名を表示します。

2 ［開始時刻］
コンテンツの再生を開始する時刻を設定します。

3 ［終了時刻］
ラジオボタンを選択のうえ、コンテンツの再生を終了する時刻
を設定します。

4 ［再生時間］
ラジオボタンを選択のうえ、コンテンツの再生を行う時間を設
定します。

5 ［映像効果］
静止画コンテンツの再生画面転換時に使う特殊効果を設定しま
す。
設定項目の内容は、“［映像効果］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

6 ［色設定］
映像コンテンツを再生するときに反映する色設定を選択しま
す。
設定項目の内容は、“［色設定］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

7 ［明るさ］
映像コンテンツを再生するときに反映する明るさを選択しま
す。

8 ［決定］ボタン
クリックすると、設定の内容を確定します。

9 ［表示］ボタン
クリックすると、［プレイリスト編集］画面が表示されます。
（z■143ページ“プレイリストを編集する場合”）

2) 各種設定を行い、［決定］ボタンをクリックする
■f「タイムテーブル」に登録されたコンテンツの設定が更新されます。

お知らせ
■f 明るさコンテンツの［明るさ］を変更して［決定］ボタンをクリックすると、そのコンテンツがSDカードに登録され、「コンテンツ一覧」
に表示されます。

タイムテーブルの内容をプレビューする場合

タイムテーブルのプレビュー映像を、WEBブラウザー上、または投写画面に表示します。

1) タイムテーブルページで、［プレビュー］ボタンをクリックする
■f プレビューモード選択画面が表示されます。

2) プレビューモードを選択し、［開始］ボタンをクリックする
■f［WEBブラウザー］を選択した場合は、WEBブラウザー上に映像が表示されます。
■f［プロジェクター］を選択した場合は、投写画面上に映像が表示されます。

お知らせ
■f 次の場合、プレビューモードの［プロジェクター］を選択できません。
■g サイネージ再生中（スケジュール /■スライドショー）の場合
■g 入力がサイネージ以外になっている場合
■g 投写モードがライティングモードになっている場合
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 rプレビューモード［WEBブラウザー］
■f WEBブラウザー上に、次のようなプレビュー画面が表示されます。

操作アイコン 動作

1つ前のコンテンツに切り換えます。

再生を停止します。

再生を開始、または一時停止します。再生の状態によりアイコンの表示が切り換わります。

次のコンテンツに切り換えます。

お知らせ
■f コンテンツとコンテンツの間にコンテンツが存在しないブランク期間がある場合、その期間を1コンテンツとして扱い、プレビューの対
象となります。
■f コンテンツの設定によらず、ブランク期間を含めて各コンテンツは10秒間再生されます。
■f 動画 /外部入力コンテンツの場合、プレビュー画面上はアイコンのみが表示され、実際の映像は表示されません。
■f 映像効果、色設定は、プレビュー映像には反映されません。
■f 音楽 /明るさ /電源コンテンツは、プレビューから除外されます。

 rプレビューモード［プロジェクター］
■f 投写画面上にプレビュー映像が表示されます。
■f WEBブラウザー上には、次のような操作画面が表示されます。

操作アイコン 動作

再生を停止します。

再生を開始、または一時停止します。再生の状態によりアイコンの表示が切り換わります。

お知らせ
■f コンテンツとコンテンツの間にコンテンツが存在しないブランク期間がある場合、その期間を1コンテンツとして扱い、プレビューの対
象となります。
■f コンテンツの設定によらず、静止画コンテンツは10秒間、動画 /外部入力コンテンツは20秒間、ブランク期間は10秒間再生されます。
■f 音楽コンテンツは、静止画コンテンツの再生開始時刻に登録されているものが反映されます。
■f 明るさコンテンツは、映像コンテンツ（静止画 /動画 /外部入力）の再生開始時刻に登録されているものが反映されます。
■f 電源コンテンツは、プレビューから除外されます。
■f 静止画コンテンツを再生中に、またはコンテンツとコンテンツの間のブランク期間中に一時停止した場合、一時停止からの再開時、停止し
ていたコンテンツの再生時間はリセットされ、コンテンツの最初から再生されます。動画 /外部入力コンテンツの場合は、一時停止したと
ころから再生を再開します。
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コンテンツ一覧を編集する
タイムテーブルへの登録に使用する静止画 /動画 /音楽コンテンツの登録と削除、登録情報の編集を行います。
次の各項目の説明をご覧ください。

■g コンテンツ一覧に“コンテンツを登録する場合”（z■136ページ）
■g コンテンツ一覧から“コンテンツを削除する場合”（z■138ページ）
■g“コンテンツの登録情報を編集する場合”（z■139ページ）
■g“プレイリストを作成する”（z■140ページ）

コンテンツを登録する場合

クライアントコンピューターから、静止画 /動画 /音楽ファイルをコンテンツとしてSDカードに登録します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の中から登録するコンテンツのタブをクリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

コンテンツ追加

2) コンテンツ追加アイコン をクリックする
■f［コンテンツ追加］画面が表示されます。

コンテンツ追加

3) ［コンテンツ追加］画面のコンテンツ追加アイコン をクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。
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4) 登録するコンテンツ（1ファイル単位）を選択し、［開く］ボタンをクリックする
■f コンテンツ情報入力画面が表示されます。

5) 任意の［コンテンツ名］と［再生時間］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f［コンテンツ名］は、最大半角24文字まで入力できます。
■f ファイル名と異なるコンテンツ名を付けても、ファイル名自体は変更されません。
■f［再生時間］は、静止画コンテンツの場合のみ入力できます。
■f［コンテンツ追加］画面に登録されます。

コンテンツ削除

■f 続けてコンテンツを追加する場合は手順 3) に戻り、［コンテンツ追加］画面からコンテンツを削除する場合は手順 6) に、コンテンツ
の追加を終える場合は手順 10) に進みます。
■f［コンテンツ追加］画面に登録できるコンテンツは、合計10個までです。

6) 追加を取りやめるコンテンツがある場合は、［コンテンツ追加］画面のコンテンツ削除アイコン をクリッ
クする
■f 削除モードになります。

7) 追加を取りやめるコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

8) ［削除］ボタンをクリックする

9) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする

10) 登録するコンテンツの追加が完了したら［保存］ボタンをクリックする
■f 追加したコンテンツがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f コンテンツマネージャーが扱える静止画 /動画 /音楽ファイルの最大数は、それぞれ500個までです。
ただし、SDカードの容量によっては500個登録できない場合があります。
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コンテンツを削除する場合

不要になったコンテンツをSDカードから削除します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の中から削除するコンテンツのタブをクリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

コンテンツ削除

2) 「コンテンツ一覧」のコンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除するコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする

5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択したコンテンツがSDカードから削除されます。
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お知らせ
■f 削除対象のコンテンツがスケジュールまたはスライドショーに登録されている場合は、そのコンテンツを削除できません。
■f 静止画コンテンツの［円形配光1］と［円形配光2］は削除できません。

コンテンツの登録情報を編集する場合

コンテンツ一覧に登録されている静止画 /動画 /音楽コンテンツの登録情報を変更します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の中から登録情報を編集するコンテンツのタブをクリック
する
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

2) 「コンテンツ一覧」上で、登録情報を変更するコンテンツをクリックする
■f［コンテンツ編集］画面が表示されます。

3) ［コンテンツ名］、［再生時間］を変更し、［決定］ボタンをクリックする
■f 静止画コンテンツの場合は［コンテンツ名］と［再生時間］、動画 /音楽コンテンツの場合は［コンテンツ名］を変更できます。
■f 変更した内容がSDカードに登録されます。

お知らせ
■f 外部入力 /明るさ /電源コンテンツには登録情報がないので編集できません。
■f プレイリストの内容を変更する場合については、“プレイリストを編集する場合”（z■143ページ）をご覧ください。
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プレイリストを作成する
複数の静止画／動画／外部入力コンテンツをまとめて、1つのコンテンツとして扱うことができるプレイリストの登録と削除、登録内容の編
集を行います。
次の各項目の説明をご覧ください。

■g“プレイリストを登録する場合”（z■140ページ）
■g“プレイリストを編集する場合”（z■143ページ）
■g“プレイリストに登録したコンテンツを削除する場合”（z■145ページ）
■g“プレイリストに登録したコンテンツの設定を変更する場合”（z■146ページ）
■g“プレイリストを複製する場合”（z■146ページ）
■g“プレイリストの内容をプレビューする場合”（z■148ページ）

プレイリストを登録する場合

複数の静止画 /動画 /外部入力コンテンツをまとめて、プレイリストという1つのコンテンツとして登録します。

コンテンツ選択タブ

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の［プレイリスト］タブをクリックする
■f「コンテンツ一覧」にプレイリストの一覧が表示されます。

コンテンツ一覧

プレイリスト追加
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2) 「コンテンツ一覧」のプレイリスト追加アイコン をクリックする
■f［プレイリスト編集］画面が表示されます。

コンテンツ選択タブ

3) ［プレイリスト編集］画面で、「コンテンツ選択タブ」の中からプレイリストに登録するコンテンツのタブを
クリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

4) コンテンツをプレイリストに登録する
■f プレイリストに登録するコンテンツを、「コンテンツ一覧」から「プレイリスト」にドラッグ＆ドロップします。

プレイリスト

コンテンツ一覧

■f［コンテンツ登録］画面が表示されます。
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5) ［再生時間］、［映像効果］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f「プレイリスト」にコンテンツが登録されます。

［合計時間］

■f［映像効果］を設定できるのは、静止画コンテンツのみです。
■f 続けてコンテンツを登録する場合は手順 3) に戻ります。
■f「プレイリスト」に登録した各コンテンツの再生時間の合計が［合計時間］に表示されます。
■f プレイリストの作成を最初からやり直す場合は、［クリア］ボタンをクリックしてください。「プレイリスト」からすべてのコンテン
ツが削除されます。

6) プレイリスト名を入力する
■f［プレイリスト名］欄に名称を入力してください。最大半角24文字まで入力できます。

［プレイリスト名］

7) ［保存］ボタンをクリックする
■f 作成したプレイリストがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f プレイリストには映像コンテンツ（静止画 /動画 /外部入力）のみ登録できます。
■f 1つのプレイリストには、最大100のコンテンツを登録できます。
■f プレイリストは最大500個まで登録できます。
ただし、SDカードの容量によっては500個登録できない場合があります。
■f プレイリスト名を入力せずに［保存］ボタンをクリックすると、プレイリスト名の入力画面が表示されます。プレイリスト名を入力し、■
［決定］ボタンをクリックしてください。
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プレイリストを編集する場合

登録済みのプレイリストの内容を編集します。

コンテンツ選択タブ

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の［プレイリスト］タブをクリックする
■f「コンテンツ一覧」にプレイリストの一覧が表示されます。

コンテンツ一覧

プレイリスト編集
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2) 「コンテンツ一覧」のプレイリスト編集アイコン をクリックする
■f 選択モードになります。

3) 編集するプレイリストを選択し、［実行］ボタンをクリックする
■f［プレイリスト編集］画面が表示されます。

プレイリスト

4) プレイリストを編集する
■f コンテンツの追加をする場合は、“プレイリストを登録する場合”（z■140ページ）と同様の操作をしてください。
■f コンテンツを削除する場合は、“プレイリストに登録したコンテンツを削除する場合”（z■145ページ）をご覧ください。
■f コンテンツの設定を変更する場合は、“プレイリストに登録したコンテンツの設定を変更する場合”（z■146ページ）をご覧くだ
さい。

5) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集したプレイリストがSDカードに登録されます。



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

   145

プレイリストに登録したコンテンツを削除する場合

プレイリストに登録したコンテンツを削除します。

プレイリスト登録
コンテンツ削除

1) ［プレイリスト編集］画面のプレイリスト登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 選択モードになります。

2) 削除するコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択したコンテンツがプレイリストから削除されます。
■f［プレイリスト編集］画面に戻って［保存］ボタンをクリックすると、編集したプレイリストがSDカードに登録されます。
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プレイリストに登録したコンテンツの設定を変更する場合

プレイリストに登録したコンテンツの設定を変更します。

プレイリスト

1) 「プレイリスト」上の、設定を変更するコンテンツをクリックする
■f［コンテンツ編集］画面が表示されます。

2) ［再生時間］と［映像効果］を変更し、［決定］ボタンをクリックする
■f 再生時間と映像効果の設定を変更します。
■f「プレイリスト」上のコンテンツの設定が変更されます。
■f［映像効果］を設定できるのは、静止画コンテンツのみです。
■f［プレイリスト編集］画面に戻って［保存］ボタンをクリックすると、編集したプレイリストがSDカードに登録されます。

プレイリストを複製する場合

登録済みのプレイリストを複製します。

コンテンツ選択タブ

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の［プレイリスト］タブをクリックする
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■f「コンテンツ一覧」にプレイリストの一覧が表示されます。

コンテンツ一覧

プレイリスト複製

2) 「コンテンツ一覧」のプレイリスト複製アイコン をクリックする
■f 選択モードになります。

3) 複製するプレイリストを選択し、［実行］ボタンをクリックする
■f プレイリスト名入力画面が表示されます。

4) 任意の［プレイリスト名］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f［プレイリスト名］は、最大半角24文字まで入力できます。
■f 複製したプレイリストが「コンテンツ一覧」に表示され、SDカードに登録されます。
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プレイリストの内容をプレビューする場合

プレイリストのプレビュー映像を、WEBブラウザー上または投写画面に表示します。

コンテンツ選択タブ

1) タイムテーブルページで、「コンテンツ選択タブ」の［プレイリスト］タブをクリックする
■f「コンテンツ一覧」にプレイリストの一覧が表示されます。

コンテンツ一覧

プレイリスト編集

2) 「コンテンツ一覧」のプレイリスト編集アイコン をクリックする
■f 選択モードになります。
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3) プレビューするプレイリストを選択し、［実行］ボタンをクリックする
■f［プレイリスト編集］画面が表示されます。

4) ［プレビュー］ボタンをクリックする
■f プレビューモード選択画面が表示されます。

5) プレビューモードを選択し、［開始］ボタンをクリックする
■f［WEBブラウザー］を選択した場合は、WEBブラウザー上に映像が表示されます。
■f［プロジェクター］を選択した場合は、投写画面上に映像が表示されます。

お知らせ
■f 次の場合、プレビューモードの［プロジェクター］を選択できません。
■g サイネージ再生中（スケジュール /スライドショー）の場合
■g 入力がサイネージ以外になっている場合
■g 投写モードがライティングモードになっている場合
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 rプレビューモード［WEBブラウザー］
■f WEBブラウザー上に、次のようなプレビュー画面が表示されます。

操作アイコン 動作

1つ前のコンテンツに切り換えます。

再生を停止します。

再生を開始、または一時停止します。再生の状態によりアイコンの表示が切り換わります。

次のコンテンツに切り換えます。

お知らせ
■f コンテンツとコンテンツの間にコンテンツが存在しないブランク期間がある場合、その期間を1コンテンツとして扱い、プレビューの対
象となります。
■f コンテンツの設定によらず、ブランク期間を含めて各コンテンツは10秒間再生されます。
■f 動画 /外部入力コンテンツの場合、プレビュー画面上はアイコンのみが表示され、実際の映像は表示されません。
■f 映像効果、色設定は、プレビュー映像には反映されません。

 rプレビューモード［プロジェクター］
■f 投写画面上にプレビュー映像が表示されます。
■f WEBブラウザー上には、次のような操作画面が表示されます。

操作アイコン 動作

再生を停止します。

再生を開始、または一時停止します。再生の状態によりアイコンの表示が切り換わります。

お知らせ
■f コンテンツとコンテンツの間にコンテンツが存在しないブランク期間がある場合、その期間を1コンテンツとして扱い、プレビューの対
象となります。
■f コンテンツの設定によらず、静止画コンテンツは10秒間、動画 /外部入力コンテンツは20秒間、ブランク期間は10秒間再生されます。
■f 静止画コンテンツを再生中に、またはコンテンツとコンテンツの間のブランク期間中に一時停止した場合、一時停止からの再開時、停止し
ていたコンテンツの再生時間はリセットされ、コンテンツの最初から再生されます。動画 /外部入力コンテンツの場合は、一時停止したと
ころから再生を再開します。
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スケジュールを設定する
日々のスケジュールを設定します。

 rスケジュールページ

14

9

13

8

10

12

11

2

3

5 4
1

6

7

1 ［キーワード検索］
検索したい文字列を入力して検索アイコン をクリックする
と、SDカード内の“PRIVATE”フォルダーに保存されてい
るタイムテーブルを、タイムテーブル名で検索します。

2 タイムテーブル並べ替え
タイムテーブルの表示順序を設定します。
■［登録日順（昇順）］/［登録日順（降順）］：
■ ■ タイムテーブルを、登録日順で表示します。
■［管理番号順（昇順）］/［管理番号順（降順）］：
■ ■ ■タイムテーブルを、タイムテーブル管理番号順で表示しま

す。
■［名称順（昇順）］/［名称順（降順）］：
■ ■ タイムテーブルを、タイムテーブル名順で表示します。

3 タイムテーブル管理番号
タイムテーブルの管理番号を表示します。

4 タイムテーブル名
タイムテーブルの名称を表示します。

5 表示スケール
「タイムテーブル」の表示スケールを設定します。

6 期間設定
スケジュールに表示する期間（週）を設定します。
選択するとカレンダーが表示されます。

7 スケジュール
指定された週のスケジュールを表示します。
選択すると割り当てタイムテーブル表示画面が表示されます。

8 タイムテーブル追加アイコン
SDカードにタイムテーブルを追加登録します。
クリックすると、タイムテーブルページが表示されます。
（z■124ページ“タイムテーブルを作成する”）

9 タイムテーブル削除アイコン
SDカードに登録されているタイムテーブルを削除します。
（z■157ページ“タイムテーブルを削除する場合”）

10 タイムテーブル編集アイコン
登録済みのタイムテーブルを編集します。（z■156ページ“タ
イムテーブルを編集する場合”）

11 タイムテーブル複製アイコン
登録済みのタイムテーブルを複製します。（z■156ページ“タ
イムテーブルを複製する場合”）

12 タイムテーブル
タイムテーブルに登録したコンテンツを表示します。

13 スケジュール削除アイコン
スケジュールに登録されたタイムテーブルを削除します。
（z■155ページ“スケジュールを削除する場合”）

14 ［保存］ボタン
現在表示しているスケジュールがSDカードに登録されます。
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 rスケジュール設定の手順

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。
■f あらかじめ必要なタイムテーブル（1日に再生する内容）を設定しておきます。詳しくは、“タイムテーブルを作成する”（z■124
ページ）をご覧ください。タイムテーブルを作成し終えたら、手順 2) に進んでください。

2) ［スケジュール］ボタンをクリックする
■f スケジュールページが表示されます。

スケジュールをはじめて設定する場合の画面例

3) タイムテーブルを登録する日または曜日を選択する
■f タイムテーブルは、日々異なる内容を再生する場合は日付指定で、毎週同じ内容を繰り返して再生する場合は曜日指定でスケジュー
ルに登録できます。

4) タイムテーブルをスケジュールに登録する
■f 指定の日または曜日に、登録したいタイムテーブルを選んでスケジュールに登録します。詳しくは、“スケジュールを登録する場合”
（z■153ページ）をご覧ください。

5) スケジュールを登録する
■f［保存］ボタンをクリックして、スケジュールの設定内容を確定します。

お知らせ
■f スケジュールは現在から12週先まで、日々異なるタイムテーブルを設定できます。また、毎週同じ内容に設定することもできます。
■f スケジュールの設定に関する操作については、次の各項目の説明をご覧ください。
■g“スケジュールを登録する場合”（z■153ページ）
■g“スケジュールを削除する場合”（z■155ページ）
■g“タイムテーブルを編集する場合”（z■156ページ）
■g“タイムテーブルを複製する場合”（z■156ページ）
■g“タイムテーブルを削除する場合”（z■157ページ）
■g“スケジュールに登録されたタイムテーブルの内容を確認する場合”（z■158ページ）

■f スケジュールの設定が完了したら、スケジュールの再生を開始します。詳しくは、“スケジュールの再生を開始する”（z■160ページ）
をご覧ください。
■f 現在再生しているスケジュールの状況を確認する場合は、“スケジュールの運用情報を確認する”（z■159ページ）に従って運用情報ペー
ジを表示してください。
■f スケジュールを再生中に、別のコンテンツを割り込ませて再生する場合は、“割込再生を設定する”（z■161ページ）をご覧ください。
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スケジュールを登録する場合

現在から12週先までのスケジュールを登録します。

カレンダー

1) 「期間設定」のカレンダーアイコン をクリックする
■f カレンダーが表示されます。手順 2) に進んでください。

1 2

3

4

1 前月へ移動
前月のカレンダーを表示します。

2 次月へ移動
次月のカレンダーを表示します。

3 カレンダー
日付をクリックすると、その週のスケジュールが表示されます。

4 ［毎週］ボタン
クリックすると、曜日ごとにタイムテーブルを登録できます。

2) カレンダー上で、タイムテーブルを登録する日をクリックする
■f「期間設定」と「スケジュール」が更新されます。

■f［毎週］ボタンをクリックした場合は、曜日別の「スケジュール」が表示されます。曜日ごとに毎週同じタイムテーブルを設定できま
す。この場合、スケジュールを登録できる期間の制限はありません。
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3) タイムテーブルを選んで、そのタイムテーブル管理番号をスケジュールに登録する
■f「タイムテーブル管理番号」を、「スケジュール」上の登録したい日または曜日にドラッグ＆ドロップしてください。

タイムテーブル
管理番号

スケジュール

■f 現在表示しているスケジュールへのタイムテーブルの登録を終えたら、手順 4) へ進んでください。

4) タイムテーブルの登録が終了したら、［保存］ボタンをクリックする
■f スケジュールがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f WEBブラウザーとして■Internet■Explorer■をご使用の場合、ウィンドウサイズの設定状態によっては「タイムテーブル管理番号」をドラッ
グしたときにその番号とマウスポインターの位置が大きくずれる場合があります。その場合は、「タイムテーブル管理番号」をドラッグし、
マウスポインターを「スケジュール」上の登録したい日または曜日に合わせてドロップしてください。
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スケジュールを削除する場合

不要になったスケジュールを削除します。

スケジュール削除

1) スケジュール削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

2) 削除する日または曜日を選択する
■f 複数の日または曜日を選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した日または曜日に割り当てられているタイムテーブルがスケジュールから削除されます。

お知らせ
■f スケジュールからタイムテーブルを削除しても、そのタイムテーブルはSDカードから削除されません。
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タイムテーブルを編集する場合

タイムテーブルに登録されている、1日に再生するコンテンツの再生順番と再生時間を変更します。

タイムテーブル
編集

1) 編集するタイムテーブルのタイムテーブル編集アイコン をクリックする
■f タイムテーブルページが表示されます。

2) タイムテーブルを編集する
■f“タイムテーブルを作成する”（z■124ページ）に記載の内容に順じてタイムテーブルの編集を行ってください。

タイムテーブルを複製する場合

登録されているタイムテーブルを複製します。

タイムテーブル
複製

1) 複製するタイムテーブルのタイムテーブル複製アイコン をクリックする
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■f タイムテーブル名入力画面が表示されます。

2) タイムテーブルの名称を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f タイムテーブルが複製されます。

タイムテーブルを削除する場合

登録されているタイムテーブルを削除します。

タイムテーブル
削除

1) タイムテーブル削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

2) 削除するタイムテーブルを選択する
■f 複数のタイムテーブルを選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択したタイムテーブルがSDカードから削除されます。

お知らせ
■f 削除対象のタイムテーブルがスケジュールに登録されている場合は、そのタイムテーブルを削除できません。
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スケジュールに登録されたタイムテーブルの内容を確認する場合

所望のスケジュールに割り当てられているタイムテーブルの内容を表示します。

スケジュール

1) タイムテーブルの内容を確認する日または曜日をクリックする
■f［割り当てタイムテーブル表示］画面が表示されます。

2

1

3

5
4

1 タイムテーブル名
タイムテーブルの名称を表示します。

2 タイムテーブル管理番号
タイムテーブルの管理番号を表示します。

3 タイムテーブル
タイムテーブルに登録されているコンテンツを表示します。

4 タイムテーブル複製アイコン
表示しているタイムテーブルを複製します。（z■156ページ
“タイムテーブルを複製する場合”）

5 タイムテーブル編集アイコン
表示しているタイムテーブルを編集します。（z■156ページ
“タイムテーブルを編集する場合”）
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スケジュールの運用情報を確認する
現在再生しているコンテンツの情報や、割り当てられているスケジュールを確認します。

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) ［運用情報］ボタンをクリックする
■f 運用情報ページが表示されます。

9

8

12

13

11

1

4

3

10
5

6

7

2

1 再生状態
サイネージ再生（スケジュール／スライドショー）の状態を表
示します。

2 プロジェクター日時
接続先プロジェクターの日時を表示します。

3 タイムテーブル名
現在割り当てられているタイムテーブルの名称を表示します。

4 タイムテーブル管理番号
現在割り当てられているタイムテーブルの管理番号を表示しま
す。
管理番号をクリックすると、タイムテーブルページが表示され
ます。（z■124ページ“タイムテーブルを作成する”）

5 明るさコンテンツ表示アイコン
クリックすると、タイムテーブルに登録されている、光源の明
るさを変更する明るさコンテンツを表示します。

6 電源コンテンツ表示アイコン
クリックすると、タイムテーブルに登録されている、電源の切
／入を操作する電源コンテンツを表示します。

7 音楽コンテンツ表示アイコン
クリックすると、タイムテーブルに登録されている、音楽ファ
イルを再生する音楽コンテンツを表示します。

8 再生画面
再生中の静止画 /動画 /外部入力コンテンツを表示します。
動画 /外部入力コンテンツはアイコンでの表示になります。

9 再生情報
再生中の静止画 /動画 /外部入力 /音楽コンテンツの情報を表
示します。

10 表示スケール
「タイムテーブル」の表示スケールを設定します。

11 ［割り込み］ボタン
クリックすると、［割込一覧］画面を表示します。（z■161ペー
ジ“割込再生を設定する”）

12 ［再生開始］/［再生停止］ボタン
クリックすると、スケジュールの再生を開始、または再生中の
スケジュールを停止します。（z■160ページ“スケジュール
の再生を開始する”）

13 タイムテーブル
現在割り当てられているタイムテーブルを表示します。
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スケジュールの再生を開始する
運用情報ページでスケジュールの再生操作を行います。

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) ［運用情報］ボタンをクリックする
■f 運用情報ページが表示されます。

3) ［再生開始］ボタンをクリックする
■f 本機の入力が自動的にサイネージに切り換わり、登録したスケジュールに従って再生を開始します。
■f［再生開始］ボタンが、［再生停止］ボタンに切り換わります。
■f スケジュールの再生を停止する場合は、［再生停止］ボタンをクリックしてください。
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割込再生を設定する
サイネージ再生中（スケジュール／スライドショー）に割込再生するコンテンツの設定登録や再生操作を行います。

 r［割込一覧］画面

62

1

3

4

5

8
7

9

10

1 ［運用情報］ボタン
クリックすると、運用情報ページに戻ります。

2 再生状態
サイネージ再生（スケジュール／スライドショー）の状態を表
示します。

3 プロジェクター日時
接続先プロジェクターの日時を表示します。

4 再生コンテンツ
再生中の静止画 /動画 /外部入力コンテンツを表示します。
動画 /外部入力コンテンツはアイコンでの表示になります。

5 割込スケジュール
登録済みの割込スケジュールを表示します。

6 ［割込停止］ボタン
クリックすると、割込再生を停止します。（z■168ページ“再
生中の割込スケジュールを取りやめる場合”）

7 割込スケジュール登録アイコン
割込スケジュールを新規に登録します。（z■163ページ“割
込再生を登録する場合”）

8 登録済割込スケジュール削除アイコン
登録済みの割込スケジュールを削除します。（z■166ページ
“登録済割込スケジュールを削除する場合”）

9 登録済割込スケジュール編集アイコン
登録済みの割込スケジュールを編集します。（z■165ページ
“登録済割込スケジュールの情報を編集する場合”）

10 登録済割込スケジュール複製アイコン
登録済みの割込スケジュールを複製します。（z■166ページ
“登録済割込スケジュールを複製する場合”）
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 r割込再生登録の手順

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) ［運用情報］ボタンをクリックする
■f 運用情報ページが表示されます。

3) ［割り込み］ボタンをクリックする
■f［割込一覧］画面が表示されます。

4) 割込再生するコンテンツと、その再生スケジュールを登録する
■f サイネージ再生中（スケジュール／スライドショー）に割り込んで再生する静止画コンテンツを登録し、割込再生するスケジュール
を設定します。詳しくは、“割込再生を登録する場合”（z■163ページ）をご覧ください。

お知らせ
■f 割込再生に登録できるのは静止画ファイルのみです。
■f 割込再生が終了しても、その割込スケジュールは登録された状態のままです。［システム設定］ページで設定した［日替時刻］（z■171
ページ“スケジュールの設定を行う”）を過ぎると、割込スケジュールから削除されます。
■f 割込再生に関する操作については、次の各項目の説明をご覧ください。
■g“割込再生を登録する場合”（z■163ページ）
■g“登録済割込スケジュールの情報を編集する場合”（z■165ページ）
■g“登録済割込スケジュールを複製する場合”（z■166ページ）
■g“登録済割込スケジュールを削除する場合”（z■166ページ）
■g“再生中の割込スケジュールの情報を編集する場合”（z■167ページ）
■g“再生中の割込スケジュールを取りやめる場合”（z■168ページ）
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割込再生を登録する場合

サイネージ再生中（スケジュール／スライドショー）に割り込んで静止画コンテンツを再生する割込再生を登録します。

割込スケジュール
登録

1) 割込スケジュール登録アイコン をクリックする
■f［割込登録］画面が表示されます。

2) ［選択］ボタンをクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。
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3) 割込再生する静止画コンテンツを選択（１ファイル単位）し、［開く］ボタンをクリックする
■f［割込登録］画面の表示が更新されます。

7

8

1

6

2

3

4

5

1 割込静止画コンテンツ名
割込静止画コンテンツ名を入力します。

2 ［開始時刻］
割込再生を開始する時刻を設定します。

3 ［終了時刻］
ラジオボタンを選択のうえ、割込再生を終了する時刻を設定し
ます。

4 ［再生時間］
ラジオボタンを選択のうえ、割込再生を行う時間を設定します。

5 選択中の割込静止画コンテンツ
選択している静止画コンテンツを表示します。

6 ［戻る］ボタン
クリックすると、［割込一覧］画面に戻ります。

7 プロジェクター時刻
接続先プロジェクターの時刻を表示します。

8 ［保存］ボタン
クリックすると設定内容を確定し、割込スケジュールをSDカー
ドに登録します。

4) 割込静止画コンテンツ名、［開始時刻］、および［終了時刻］または［再生時間］を入力する
■f 割込静止画コンテンツ名は、最大半角24文字まで入力できます。

5) ［保存］ボタンをクリックする
■f 割込スケジュールに登録されます。
■f 選択した静止画コンテンツはSDカードに登録されます。

お知らせ
■f 割込再生に登録できるのは静止画ファイルのみです。
■f すでに登録されている割込スケジュールと再生時間が重複している場合は保存できません。
■f スライドショーを再生中に、割込再生することもできます。
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登録済割込スケジュールの情報を編集する場合

すでに登録されている割込スケジュールの再生時間を編集します。

登録済割込スケ
ジュール編集

1) 編集を行う登録済割込スケジュールの登録済割込スケジュール編集アイコン をクリックする
■f［割込編集］画面が表示されます。必要な項目を設定し、手順 2) に進んでください。

7

8

1

6

2

3

4

5

1 割込静止画コンテンツ名
選択している割込静止画コンテンツ名を表示します。

2 ［開始時刻］
割込再生を開始する時刻を設定します。

3 ［終了時刻］
ラジオボタンを選択のうえ、割込再生を終了する時刻を設定し
ます。

4 ［再生時間］
ラジオボタンを選択のうえ、割込再生を行う時間を設定します。

5 編集中の割込静止画コンテンツ
選択している静止画コンテンツを表示します。

6 ［戻る］ボタン
クリックすると、［割込一覧］画面に戻ります。

7 プロジェクター時刻
接続先プロジェクターの時刻を表示します。

8 ［保存］ボタン
クリックすると設定内容を確定し、割込スケジュールをSDカー
ドに登録します。

2) ［開始時刻］、および［終了時刻］または［再生時間］を編集する

3) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集した割込スケジュールが上書き登録されます。

お知らせ
■f 割込静止画コンテンツ名は編集できません。
■f すでに登録されている割込スケジュールと再生時間が重複している場合は保存できません。
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登録済割込スケジュールを複製する場合

すでに登録されている割込スケジュールを複製します。

登録済割込スケ
ジュール複製

1) 複製する登録済割込スケジュールの登録済割込スケジュール複製アイコン をクリックする
■f［割込編集］画面が表示されます。

2) ［開始時刻］、および［終了時刻］または［再生時間］を編集する

3) ［保存］ボタンをクリックする
■f 割込スケジュールが複製され、SDカードに登録されます。

お知らせ
■f 割込静止画コンテンツ名は編集できません。
■f すでに登録されている割込スケジュールと再生時間が重複している場合は保存できません。

登録済割込スケジュールを削除する場合

すでに登録されている割込スケジュールを削除します。

登録済割込スケ
ジュール削除

1) 削除する登録済割込スケジュールの登録済割込スケジュール削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。
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2) 削除する割込スケジュールを選択する
■f 複数の割込スケジュールを選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択した割込スケジュールが削除されます。

お知らせ
■f 割込スケジュールを削除しても、その静止画コンテンツはSDカードから削除されません。

再生中の割込スケジュールの情報を編集する場合

現在再生中の割込スケジュールの再生時間を編集します。

再生中割込スケ
ジュール編集

1) 再生中割込スケジュール編集アイコン をクリックする
■f［割込編集］画面が表示されます。

2) ［開始時刻］、および［終了時刻］または［再生時間］を編集する

3) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集した割込スケジュールが上書き登録されます。
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再生中の割込スケジュールを取りやめる場合

再生中の割込再生を停止して、割込スケジュールを終了します。割込再生するタイミングやコンテンツを間違った場合、割込再生が途中で不
要になった場合などにご使用いただけます。

1) ［割込停止］ボタンをクリックする
■f 現在再生中の割込スケジュールを中断し、割込再生を終了します。

スケジュールを確認する
現在登録されているスケジュールを確認します。

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。
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2) カレンダーアイコン をクリックする
■f スケジュール確認画面が表示されます。手順 3) に進んでください。

32

1

1 カレンダー
日付ごとに割り当てられているタイムテーブルの管理番号を表
示します。
管理番号をクリックすると、その日のタイムテーブルが表示さ
れます。

2 前月へ移動
前月のカレンダーを表示します。

3 次月へ移動
次月のカレンダーを表示します。

3) カレンダー上の、スケジュールを確認したい日をクリックする
■f「タイムテーブル」の表示が更新されます。その日に設定されているタイムテーブルの内容をご確認ください。

42
1

3

1 タイムテーブル名
タイムテーブルの名称を表示します。

2 タイムテーブル管理番号
タイムテーブルの管理番号を表示します。

3 タイムテーブル
選択した日のタイムテーブルに登録されているコンテンツを表
示します。

4 表示スケール
「タイムテーブル」の表示スケールを設定します。
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再生履歴を確認する
再生したコンテンツの履歴を、約1週間分表示します。

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) 履歴アイコン をクリックする
■f 履歴画面が表示されます。再生済みコンテンツの内容をご確認ください。

■履歴の表示内容について

アイコン 内容

再生

再生失敗

再生停止

割込発生

割込再生

割込再生失敗

明るさ変更

電源入

電源切
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スケジュールの設定を行う
スケジュールのシステム設定やデータ管理、ログイン情報の設定を行います。

1) スタート画面で［スケジュール］をクリックする
■f スケジュール画面が表示されます。

2) 設定アイコン をクリックする
■f 設定画面が表示されます。

設定選択タブ

3) 設定選択タブ（［システム設定］／［データ管理］／［ログイン］）のいずれかをクリックする
■f 選択したタブのページが表示されます。必要に応じて設定を変更してください。詳しくは、次の各項目の説明をご覧ください。
■g“システム設定を行う場合”（z■172ページ）
■g“スケジュールのバックアップを取得する場合”（z■174ページ）
■g“スケジュールをアップロードする場合”（z■175ページ）
■g“ログイン情報を変更する場合”（z■177ページ）
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システム設定を行う場合

スケジュールのシステム設定を行います。

 r［システム設定］ページ

8

10

9

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

14

15

1 ［日替時刻］
1日の開始時刻を設定します。

2 ［開始曜日］
スケジュールで表示される週初めの曜日を設定します。

3 ［運用時間］
サイネージ再生（スケジュール）を行う時間帯を設定します。
タイムテーブルを新規作成するときに設定される、電源コンテ
ンツのデフォルト電源入時間として反映されます。

4 ［バックミュージック］
タイムテーブルに音楽コンテンツが登録されていない時間帯
に、BGMとして再生する音楽コンテンツを設定します。
［参照］ボタンをクリックすると、音楽コンテンツ一覧から音
楽コンテンツを選択できます。
チェックボックスが空白の場合、BGMは無効になります。

5 ［映像効果］
静止画コンテンツを登録するときに設定される、デフォルトの
映像効果（再生画面転換時に使う特殊効果）を設定します。設
定項目の内容は、“［映像効果］について”（z■195ページ）
をご覧ください。
チェックボックスが空白の場合、タイムテーブルに登録した静
止画コンテンツの映像効果は無効になります。

6 ［色設定］
映像コンテンツを再生するときに反映する色設定を選択しま
す。設定項目の内容は、“［色設定］について”（z■195ペー
ジ）をご覧ください。

7 ［明るさ］
タイムテーブルに明るさコンテンツが登録されていない時間帯
に反映する明るさを指定します。

8 ［再開オプション］
停止中のサイネージ再生を再開させる条件として、［電源］／［映
像コンテンツ］の有効／無効を設定します。

9 ［ローディングタイム固定］
スケジュール設定された動画コンテンツについて、再生開始か
ら、その映像が投写画面に表示されるまでの時間を一定にする
かどうかを選択します。
［有効］：■■再生開始から映像を表示するまでの時間を3秒に固定

します。
［無効］：■■再生開始後、SDカードから動画コンテンツのデータ

を読み込み完了次第、映像を表示します。コンテンツ
によって異なりますが、再生開始から映像を表示する
までの時間は3秒未満になります。

10 ［再生時間設定］-［静止画］
静止画コンテンツを登録するときに設定される、デフォルトの
再生時間を設定します。

11 ［再生時間設定］-［外部入力］
外部入力コンテンツを登録するときに設定される、デフォルト
の再生時間を設定します。

12 ［再生時間設定］-［明るさ］
明るさコンテンツを登録するときに設定される、デフォルトの
再生時間を設定します。

13 ［再生時間設定］-［電源］
電源コンテンツを登録するときに設定される、デフォルトの電
源入期間を設定します。

14 ［設定］ボタン
クリックすると、設定内容を確定します。

15 ［元に戻す］ボタン
クリックすると、入力した設定を変更前の状態に戻します。



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

   173

1) ［システム設定］タブをクリックする
■f［システム設定］ページが表示されます。

2) 各種設定を行い、［設定］ボタンをクリックする
■f 設定した内容が登録されます。

お知らせ
■f［再開オプション］の［電源］および［映像コンテンツ］を［有効］または［無効］に設定すると、次の動作をします。

 r［電源］

［有効］ スケジュールに登録された電源の切／入操作、リモコンの電源〈v/b〉ボタンやコマンドによる電源
制御が行われたときにサイネージ再生（スケジュール）が再開し、入力がサイネージに切り換わります。

［無効］ スケジュールに登録された電源の切／入操作、リモコンの電源〈v/b〉ボタンやコマンドによる電源
制御を行ってもサイネージ再生を再開しません。

 r［映像コンテンツ］

［有効］
スケジュール設定された映像コンテンツ (SDカード内の静止画再生 /動画再生 /外部入力表示 /プ
レイリスト再生 )の開始時刻にサイネージ再生（スケジュール）が再開し、入力がサイネージに切り
換わります。

［無効］ スケジュール設定された映像コンテンツ (SDカード内の静止画再生 /動画再生 /外部入力表示 /プ
レイリスト再生 )の開始時刻になってもサイネージ再生を再開しません。

■f [ システム設定 ]ページの［再開オプション］を設定すると、その設定は本機のメニュー設定にも反映されます。詳しくは、メニューの［セッ
トアップ］→［サイネージ］の“再開オプションを設定する場合”（z■60 ページ）をご覧ください。
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スケジュールのバックアップを取得する場合

登録したスケジュールをクライアントコンピューター（Windowsコンピューター /Macのみ対応）にダウンロードします。

 r［データ管理］ページ

1

3

2

5

4

1 ［バックアップ］-［全スケジュール］
バックアップの対象を全スケジュールに設定します。
ラジオボタンを選択すると、登録されているすべてのスケ
ジュールがバックアップ対象になります。

2 ［バックアップ］-［スケジュール（曜日別 )］
バックアップの対象を曜日別のスケジュールに設定します。
選択するとカレンダーアイコン が有効になり、登録されて
いる曜日別のスケジュールを選択できます。

3 ［バックアップ］-［スケジュール（日付別）］
バックアップの対象を日付別のスケジュールに設定します。
選択するとカレンダーアイコン が有効になり、登録されて
いるスケジュールを日付を指定して選択できます。

4 ［バックアップ］ボタン
クリックすると、選択しているバックアップ対象のデータをク
ライアントコンピューターに保存します。

5 ［元に戻す］ボタン
クリックすると、バックアップ対象の設定を［データ管理］ペー
ジ表示前の状態に戻します。

1) ［データ管理］タブをクリックする
■f［データ管理］ページが表示されます。

2) バックアップを取得する対象データの選び方を、ラジオボタンで選択する
■g 全スケジュール
■g スケジュール（曜日別）
■g スケジュール（日付別）

■f 全スケジュールを選択した場合は、手順 5) に進んでください。

3) アイコンをクリックする
■f バックアップ対象曜日選択画面またはバックアップ対象日選択画面が表示されます。

4) 対象とするスケジュールが登録されている日または曜日を選択し、［設定］ボタンをクリックする
■f［データ管理］ページに、タイムテーブル管理番号とタイムテーブル名が表示されます。

5) ［バックアップ］ボタンをクリックする
■f［バックアップファイル一覧］画面が表示されます。
■f バックアップ対象データのサイズが大きい場合、バックアップファイルは複数に分割されます。
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1

2

1 バックアップファイルへのリンク
バックアップファイルへのリンクが一覧表示されます。

2 選択済表示
各バックアップファイルへのリンクをクリックすると［選択済］
と表示されます。
ファイルを保存していない場合でもリンクをクリックするだけ
で表示されますので、必ずすべてのバックアップファイルを保
存してください。

6) バックアップファイルへのリンクをクリックして、任意の場所にファイルを保存する
■f WEBブラウザーによって表示される画面が異なります。

お知らせ
■f バックアップデータには、タイムテーブルに登録されているコンテンツやシステム設定情報など、該当スケジュールに関するすべての情報
が含まれます。
■f バックアップファイルは tar 形式で保存されます。
■f スケジュールのバックアップの取得は、Windowsコンピューターまたは■Macのみで行えます。
■f 取得したバックアップデータを、コンテンツマネージャーを搭載した別のプロジェクターにアップロードすることで、同じコンテンツを同
じスケジュールで再生できるようになります。

スケジュールをアップロードする場合

バックアップしたスケジュールを、クライアントコンピューター（Windowsコンピューター /Macのみ対応）から本機にアップロードします。

 r［データ管理］ページ

1
2

5

4

3

6

7

1 アップロードファイル［追加］ボタン
アップロードの対象データを追加します。
クリックすると、ファイル選択画面が表示されます。

2 アップロードデータ削除アイコン
クリックすると、削除モードになります。アップロードを取り
やめるデータを選んで削除してください。

3 アップロードデータ
アップロードの対象データを一覧表示します。

4 ［アップロード］－［設定情報を含む］
チェックボックスがオンの場合、アップロードデータに含まれ
るシステム設定情報も併せてアップロードします。

5 アップロードデータ追加状況
バックアップ取得時の保存データ数と比較して、アップロード
対象データの追加状況を表示します。

6 ［アップロード］ボタン
アップロード対象データを、本機のSDカードに書き込みます。

7 ［元に戻す］ボタン
アップロード対象データをクリアします。
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1) ［データ管理］タブをクリックする
■f［データ管理］ページが表示されます。

2) アップロードファイル［追加］ボタンをクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。

3) アップロードするバックアップファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックする
■f アップロードデータの一覧にファイル名が表示されます。
■f 続けてバックアップファイルを追加する場合は手順 2)に戻り、アップロードを取りやめるファイルがある場合は手順 4)に、アップロー
ドに必要なバックアップファイルすべてを追加し終えたら手順 6) に進みます。

4) アップロードを取りやめるファイルがある場合は、アップロードデータ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

5) アップロードを取りやめるファイルを選択し、［削除］ボタンをクリックする
■f 複数のファイルを選択できます。

6) ［アップロード］ボタンをクリックする
■f アップロードの対象スケジュールがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f アップロード先のSDカードに、同じ曜日別のスケジュールまたは同じ日付のスケジュールが登録されている場合、アップロードしたス
ケジュールで上書きされます。
■f バックアップファイルは tar 形式で保存されています。
■f 元のバックアップデータのサイズが大きい場合は、バックアップファイルが複数に分割されていることがあります。該当のファイルをすべ
て追加してアップロードしてください。
■f スケジュールのアップロードは、WindowsコンピューターまたはMacのみで行えます。
■f アップロードした時に登録されるタイムテーブルの管理番号は、アップロード先のスケジュール登録状況によって異なる場合があります。
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ログイン情報を変更する場合

コンテンツマネージャーにログインするためのユーザー名とパスワードを、管理者権限 /ユーザー権限それぞれについて設定します。

 r［ログイン］ページ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7
7
6

1 ［変更前］-［ユーザー名］
現在のユーザー名を入力します。（半角英数字で8文字まで）

2 ［変更前］-［パスワード］
現在のパスワードを入力します。（半角英数字で16文字まで）

3 ［変更後］-［ユーザー名］
変更後のユーザー名を入力します。（半角英数字で8文字まで）

4 ［変更後］-［パスワード］
変更後のパスワードを入力します。（半角英数字で16文字まで）

5 ［変更後］-［パスワード（再入力）］
変更後のパスワードを再入力します。

6 ［元に戻す］ボタン
クリックすると、入力した情報をクリアします。

7 ［設定］ボタン
クリックすると、設定内容を確定します。

1) ［ログイン］タブをクリックする
■f［ログイン］ページが表示されます。

2) 現在のユーザー名とパスワードを入力する

3) 変更後のユーザー名とパスワードを入力する

4) 変更後のパスワードをもう一度入力する

5) ［設定］ボタンをクリックする
■f 設定した内容が本機に登録されます。
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複数台のプロジェクターでスケジュールを同時再生する
本機の日時をNTPサーバーと同期させることで、複数のプロジェクター間でスケジュールを再生するタイミングを合わせることができます。
同一フロア内などの近接した場所に本機を複数台設置し、同じスケジュールを再生する場合などにご活用いただけます。
ただし、日時を合わせても、スケジュールやスケジュールに登録されている個々のコンテンツの再生開始／終了のタイミングに、プロジェク
ター間で最大1秒のずれが生じる場合があります。また、音楽コンテンツについては、同時再生には対応していません。

1) ［スタンバイモード］を［ノーマル］に設定する（z 62 ページ“［スタンバイモード］を設定する場合”）

2) 同時再生するスケジュールを設定する（z 178ページ“同時再生するスケジュールを設定する”）

3) 次の各項目を設定する
■g“スケジュールを複製する”（z■178ページ）
■g“NTPサーバーへの同期設定を行う”（z■180ページ）
■g“［ローディングタイム固定］を有効にする”（z■180ページ）

4) 各プロジェクターで個別にスケジュールの再生を開始する（z 160ページ“スケジュールの再生を開始
する”）

お知らせ
■f NTPサーバーと同期させて同時再生するには、対象のプロジェクターが属するネットワークを構築しておく必要があります。ネットワー
クの構築について、詳しくは“ネットワーク接続について”（z■91 ページ）をご覧ください。
無線 LANで接続する場合、メニューの［ネットワーク］→［無線 LAN］を［USER1］、［USER2］、［USER3］のいずれかに設定してください。
［M-DIRECT］または［S-DIRECT］に設定した場合、NTPサーバーと同期できません。
■f 無線 LANで接続する場合、アクセスポイントが必要になります。
■f 本機に電源が供給されてスタンバイ状態になってからNTPサーバーとの同期が完了するまで、5分程度（NTPサーバーの状態によって
は最長15分）の時間を要します。この間にスケジュールを再生した場合、コンテンツの再生開始 /終了のタイミングがプロジェクター間
で１秒以上ずれる場合があります。
■f 同時再生する場合、動画コンテンツには次の動画ファイルを使用してください。これ以外の動画ファイルを使用した場合、同時再生の機能
が正しく動作しない場合があります。
■g 拡張子：mp4 映像コーデック：H.264/MPEG-4■AVC 音声コーデック：AAC
■g 拡張子：mpg/mpeg 映像コーデック：MPEG-2 音声コーデック：MPEG-1/2■Audio■Layer-2

■f NTPサーバーと同期させて同時再生する場合、次の現象が発生する場合があります。
■g［スタンバイモード］を［ノーマル］以外に設定すると、電源を入れたあと／電源が入ったあと最初にNTPサーバーと同期を取る際に
映像が一時的に消えます。
■g 通信状態が不安定な場合など、ネットワークの環境によってはNTPサーバーにアクセスできなくなる場合があります。その場合、一度
同期が途切れたあと再び同期を取る際に、映像が一時的に消える場合があります。

同時再生するスケジュールを設定する
複数台ある本機のいずれかのコンテンツマネージャーで、同時再生するスケジュールを設定してください。スケジュールの設定方法について
は、“スケジュール設定の手順”（z■152ページ）をご覧ください。ここで設定したスケジュールを元として、同時再生する他のプロジェ
クターのSDカードに、同じスケジュールのデータを複製することになります。

お知らせ
■f 音楽コンテンツについては、同時再生には対応していません。複数台のプロジェクターで、音楽コンテンツを含むスケジュールを同時再生
する場合は、いずれか1台のプロジェクターの音声出力を使用してください。

スケジュールを複製する
同じスケジュールを同時再生するには、各プロジェクターに挿入されたSDカードに、コンテンツを含む同じスケジュールを登録しておく必
要があります。スケジュールを複製する方法は、次の3通りあります。いずれかの方法で、スケジュールを複製してください。
■f SDカードのデータを複製する（z■178ページ）
■f コンテンツマネージャーでスケジュールをダウンロード／アップロードする（z■179ページ）
■f「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」でスケジュールの取得と配信をする（z■179ページ）

SDカードのデータを複製する

複製元になるスケジュール登録済みのSDカードをプロジェクターから取り出せる場合、次の方法でSDカードのデータを複製できます。
ただし、そのSDカードから別のSDカードへ複製できる環境が必要です。

“PRIVATE”フォルダー

コピー先1 コピー元 コピー先2
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1) 複製元になるスケジュール登録済みのSDカードを、プロジェクターから取り出す

2) 複製元のSDカードのデータを、複製先のSDカード（必要枚数）に複製する
■f 複製元のSDカードのルート（最上階層）にある“PRIVATE”フォルダーを、複製先のSDカードのルートに複製してください。

3) 手順 2)で複製したSDカードを、同時再生するそれぞれのプロジェクターのSDカードスロットに挿入す
る

コンテンツマネージャーでスケジュールをダウンロード／アップロードする

コンテンツマネージャーを使用して、複製元になるスケジュール登録済みのSDカードをプロジェクターのSDカードスロットに挿入した
ままで、別のプロジェクターに同じスケジュールを登録できます。
WEBブラウザーは、クライアントコンピューター（Windows■コンピューター /Macのみ対応）から操作してください。

ハブ

：ダウンロード

：アップロード

クライアントコンピューター 複製元 複製先1 複製先2

（例）有線 LAN接続時のイメージ

1) WEBブラウザーから複製元のプロジェクターのコンテンツマネージャーにログインする
■f ログインの手順について、詳しくは“コンテンツマネージャーにログインする”（z■121ページ）をご覧ください。

2) 登録されているスケジュールを、バックアップデータとしてダウンロードする
■f バックアップの手順については、“スケジュールのバックアップを取得する場合”（z■174ページ）をご覧ください。

3) 複製元のプロジェクターのコンテンツマネージャーからログアウトする
■f ログアウトの手順については、“コンテンツマネージャーからログアウトする”（z■122ページ）をご覧ください。

4) WEBブラウザーから複製先のプロジェクターのコンテンツマネージャーにログインする

5) 手順 2)でダウンロードしたスケジュールを、複製先のプロジェクターにアップロードする
■f アップロードの手順については、“スケジュールをアップロードする場合”（z■175ページ）をご覧ください。
■f 同時再生するすべてのプロジェクターに、バックアップしたスケジュールをアップロードしてください。

「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」でスケジュールの取得と配信をする

「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」を使用して、複製元になるスケジュール登録済みのSDカードをプロジェクターのSDカー
ドスロットに挿入したままで、別のプロジェクターに同じスケジュールを配信して登録できます。
「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」は、付属のCD-ROMに収録されています。

1) 「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」を起動する
■f 対象のプロジェクターが登録されていない場合は、「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」の取扱説明書の“プロジェクター
を登録する”に従って登録してください。

2) 複製元のプロジェクターからサイネージスケジュールを取得する

3) 複製先のプロジェクターまたはグループに、サイネージスケジュールを配信する

お知らせ
■f スケジュールの取得と配信の手順については、「複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア」の取扱説明書の“サイネージスケジュール
の取得と配信”をご覧ください。
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NTPサーバーへの同期設定を行う
複数台のプロジェクターで同じスケジュールを継続的に同時再生するために、NTPサーバーと同期させて対象のプロジェクターの日時の設
定を合わせます。
本機はNTPサーバー機能を搭載しています。例えば外部のNTPサーバーにアクセスできない環境下でも、複数台存在する本機の中の1台
をNTPサーバーとして使用することで、それ以外のプロジェクターの時刻を同期させることができます。

1) コンピューターのWEBブラウザーを起動する

2) WEBブラウザーから本機にアクセスする
■f WEBブラウザーから本機にアクセスする手順については、“WEBブラウザーからのアクセスのしかた”（z■97 ページ）をご覧
ください。

3) WEB制御画面の［時刻設定］ページで、［タイムゾーン］を選択する
■f スケジュールの再生は、プロジェクターに設定されているローカル日時で動作します。同時再生するプロジェクターは、同じタイムゾー
ンに設定してください。

4) WEB制御画面の［時刻設定］ページで、［NTP同期］を［ON］に設定する

5) ［時刻設定］ページの［NTPサーバー名］に、NTPサーバーの IPアドレスまたはサーバー名を入力する
■f 複数台存在する本機の中の1台をNTPサーバーとして使用する場合は、そのプロジェクターに設定されている IPアドレスを入力し
てください。
■f サーバー名を入力する場合は、DNSサーバーの設定が必要です。DNSサーバーの設定については、“［LAN設定］ページ”（z■104
ページ）をご覧ください。
■f NTPサーバーの設定について、詳しくは“［時刻設定］ページ”（z■107ページ）をご覧ください。

6) ［時刻設定］ページの［日時のセット］ボタンをクリックして設定を反映する
■f しばらくするとNTPサーバーの時刻と同期します。

お知らせ
■f 本機をNTPサーバーとして使用する場合は、［NTP同期］を［OFF］に設定したうえで、日付と時刻を設定してください。
■f［時刻設定］ページの［タイムゾーン］、［NTP同期］、［日付］、［時刻］の設定は、メニューの［セットアップ］→［日付と時刻］（z■64
ページ）でも設定できます。NTPサーバーを設定できるのは、WEB制御画面の［時刻設定］ページだけです。
■f WEB制御画面の設定に使用できるコンピューターについて、詳しくは“設定に使用できるコンピューター”（z■96 ページ）をご覧く
ださい。
■f 本機をNTPサーバーとして使用する場合、それ以外のプロジェクターの同期設定を行ったあと、同期が完了するまでに15分程度必要に
なります。同期設定を行ったあと、15分以上経過してからスケジュールの再生を開始してください。
■f 本機をNTPサーバーとして使用している場合、NTPサーバー側の時刻設定を変更すると、同期が完了するまでに15分程度必要になり
ます。スケジュールの同時再生を運用中の場合はご注意ください。

［ローディングタイム固定］を有効にする
同時再生するプロジェクターの時刻を同期させても、スケジュールに登録されている動画コンテンツによっては、再生開始後、実際に映像が
投写画面に表示されるまでの時間がプロジェクター間でばらつきます。動画コンテンツを含んだスケジュールを再生する場合は、［ローディ
ングタイム固定］を有効にし、再生開始から映像を表示するまでの時間を固定（3秒）することをお勧めします。
WEBブラウザーは、クライアントコンピューター（Windows■コンピューター /Macのみ対応）から操作してください。

1) WEBブラウザーから、同時再生するプロジェクターのコンテンツマネージャーにログインする
■f ログインの手順について、詳しくは“コンテンツマネージャーにログインする”（z■121ページ）をご覧ください。

2) ［システム設定］ページで、［ローディングタイム固定］を［有効］に設定する
■f［ローディングタイム固定］について、詳しくは“システム設定を行う場合”（z■172ページ）をご覧ください。

お知らせ
■f［ローディングタイム固定］を［無効］に設定した場合は、再生開始後、SDカードから動画コンテンツのデータを読み込み完了次第、映
像を表示します。コンテンツによって異なりますが、再生開始から映像を表示するまでの時間は3秒未満になります。
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［スライドショー］について
スライドショーの設定と、再生操作を行います。

スライドショー画面について
スタート画面で［スライドショー］をクリックすると、スライドショー画面が表示されます。

14

15
16

12

13

11

1

2

5

7

3

4 9 10

6

8

1 再生状態
サイネージ再生（スライドショー）の状態を表示します。

2 コンテンツ選択タブ
スライドショーに登録するコンテンツの種類（静止画または動
画）を選択します。

3 コンテンツ並べ替え
「コンテンツ一覧」の表示順序を選択します。
■［登録日順（昇順）］/［登録日順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、登録日順で表示します。
■［名称順（昇順）］/［名称順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、コンテンツ名順で表示します。
■［ファイル名順（昇順）］/［ファイル名順（降順）］：
■ ■ コンテンツを、ファイル名順で表示します。

4 ［キーワード検索］
検索したい文字列を入力して検索アイコン をクリックする
と、SDカード内の“PRIVATE”フォルダーに保存されてい
るコンテンツ（静止画または動画）を、コンテンツ名とファイ
ル名で検索します。検索結果はコンテンツ一覧に表示されます。

5 コンテンツ一覧
SDカード内に登録されているコンテンツ（静止画または動画）
を表示します。

6 ［合計時間］
スライドショーに登録されているコンテンツの合計時間を表示
します。

7 スライドショー
スライドショーに登録されているコンテンツを表示します。

8 ［クリア］ボタン（管理者権限のみ）
クリックすると、スライドショーに登録されているコンテンツ
がすべて削除されます。

9 設定アイコン（管理者権限のみ）
クリックすると、スライドショーの設定画面が表示されます。
スライドショーの各種設定を行います。（z■186ページ“ス
ライドショーの設定を行う”）

10 プロジェクター時刻
接続先プロジェクターの時刻を表示します。

11 コンテンツ追加アイコン（管理者権限のみ）
SDカードにコンテンツを追加登録します。（z■183ページ
“コンテンツを登録する場合”）

12 コンテンツ削除アイコン（管理者権限のみ）
SDカードに登録されているコンテンツを削除します。
（z■185ページ“コンテンツを削除する場合”）

13 スライドショー登録コンテンツ削除アイコン 
（管理者権限のみ）
スライドショーに登録されているコンテンツを削除します。
（z■188ページ“スライドショーからコンテンツを削除する
場合”）

14 ［保存］ボタン（管理者権限のみ）
クリックすると、スライドショーの設定がSDカードに登録さ
れます。

15 再生開始 /一時停止アイコン（管理者権限のみ）
クリックすると、スライドショーの再生を開始、または一時停
止します。

16 再生停止アイコン（管理者権限のみ）
クリックすると、スライドショーを停止します。
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スライドショーの設定を登録する
スライドショーにコンテンツを登録します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

スライドショー

1) 「コンテンツ選択タブ」（［静止画］または［動画］）のうち、スライドショーに登録するコンテンツのタブを
クリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が静止画または動画に切り換わります。

2) コンテンツ一覧にコンテンツを登録する
■f スライドショーに静止画／動画コンテンツを登録する場合は、あらかじめ静止画／動画ファイルをコンテンツ一覧に登録しておく必
要があります。登録手順について詳しくは、“コンテンツを登録する場合”（z■183ページ）をご覧ください。

3) コンテンツをスライドショーに登録する
■f スライドショーに登録するコンテンツを、「コンテンツ一覧」から「スライドショー」へドラッグ＆ドロップします。

コンテンツ一覧

スライドショー

■f 複数のコンテンツを一度に登録することはできません。引き続き別のコンテンツを登録する場合は手順 1)に戻って操作してください。
■f コンテンツをスライドショーに登録する際は、コンテンツの挿入位置を指定できません。「スライドショー」に登録後、“コンテンツ
の順番を入れ替える場合”（z■187ページ）に従って操作をしてください。

4) ［保存］ボタンをクリックする
■f スライドショーの設定がSDカードに登録されます。

お知らせ
■f 1枚のSDカード内に登録できるスライドショーの設定は1つだけです。
■f スライドショーには、最大100のコンテンツ（静止画／動画ファイル）を登録できます。
■f 静止画 /■動画以外のコンテンツを登録することはできません。
■f「コンテンツ一覧」へ新たなコンテンツを追加登録する場合は、“コンテンツを登録する場合”（z■183ページ）をご覧ください。
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コンテンツ一覧を編集する
スライドショーに使用する静止画 /動画コンテンツを、コンテンツ一覧に登録または削除します。
次の各項目の説明をご覧ください。

■g“コンテンツを登録する場合”（z■183ページ）
■g“コンテンツを削除する場合”（z■185ページ）

コンテンツを登録する場合

クライアントコンピューターから、静止画 /動画ファイルをコンテンツとしてSDカードに登録します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) 「コンテンツ選択タブ」（［静止画］または［動画］）のうち、登録するコンテンツのタブをクリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

コンテンツ追加

2) コンテンツ追加アイコン をクリックする
■f［コンテンツ追加］画面が表示されます。

コンテンツ追加

3) ［コンテンツ追加］画面のコンテンツ追加アイコン をクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

184   

4) 登録するコンテンツ（1 ファイル単位）を選択し、［開く］ボタンをクリックする
■f コンテンツ名入力画面が表示されます。

5) 任意の［コンテンツ名］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f［コンテンツ名］は、最大半角24文字まで入力できます。
■f ファイル名と異なるコンテンツ名を付けても、ファイル名自体は変更されません。
■f［コンテンツ追加］画面に登録されます。

コンテンツ削除

■f 続けてコンテンツを追加する場合は手順 3) に戻り、［コンテンツ追加］画面からコンテンツを削除する場合は手順 6) に、コンテンツ
の追加を終える場合は手順 10) に進みます。
■f［コンテンツ追加］画面に登録できるコンテンツは、合計10個までです。

6) 追加を取りやめるコンテンツがある場合は、［コンテンツ追加］画面のコンテンツ削除アイコン をクリッ
クする
■f 削除モードになります。

7) 追加を取りやめるコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

8) ［削除］ボタンをクリックする

9) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする

10) 登録するコンテンツの追加が完了したら［保存］ボタンをクリックする
■f 追加したコンテンツがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f コンテンツマネージャーが扱える静止画 /動画ファイルの最大数は、それぞれ500個までです。
ただし、SDカードの容量によっては500個登録できない場合があります。



第 5 章 機能の操作 — コンテンツマネージャーについて

   185

コンテンツを削除する場合

不要になったコンテンツをSDカードから削除します。

コンテンツ選択タブ

コンテンツ一覧

1) 「コンテンツ選択タブ」（［静止画］または［動画］）のうち、削除するコンテンツのタブをクリックする
■f クリックすると、「コンテンツ一覧」の表示が切り換わります。

コンテンツ削除

2) コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

3) 削除するコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

4) ［削除］ボタンをクリックする
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5) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択したコンテンツがSDカードから削除されます。

お知らせ
■f 削除対象のコンテンツがスケジュールまたはスライドショーに登録されている場合は、そのコンテンツを削除できません。
■f 静止画コンテンツの［円形配光1］と［円形配光2］は削除できません。

スライドショーの設定を行う
スライドショーの各種設定を行います。

設定

1) 設定アイコン をクリックする
■f スライドショーの設定画面が表示されます。必要な項目を設定し、手順 2) に進んでください。

1

2

3

4

65

1 ［映像効果］
静止画コンテンツをスライドショーに登録するときに設定され
る、デフォルトの映像効果（再生画面転換時に使う特殊効果）
を選択します。
設定項目の内容は、“［映像効果］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

2 ［色設定］
スライドショーを再生するときに反映する色設定を選択しま
す。
設定項目の内容は、“［色設定］について”（z■195ページ）
をご覧ください。

3 ［明るさ］
スライドショーを再生するときに反映する明るさを選択しま
す。

4 ［再生間隔］
静止画コンテンツをスライドショーに登録するときに設定され
る、デフォルトの再生時間を設定します。

5 ［元に戻す］ボタン
クリックすると、入力した設定内容を設定画面表示前の状態に
戻します。

6 ［設定］ボタン
クリックすると、設定内容を確定します。

2) ［設定］ボタンをクリックする
■f 設定した内容が登録されます。
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スライドショーの設定を編集する
次の各項目の説明をご覧ください。

■g“コンテンツの順番を入れ替える場合”（z■187ページ）
■g“スライドショーからコンテンツを削除する場合”（z■188ページ）
■g“静止画コンテンツの設定を変更する場合”（z■189ページ）

コンテンツの順番を入れ替える場合

スライドショーに登録されているコンテンツの再生順序を入れ替えます。

スライドショー

1) 順番を変更したいコンテンツを「スライドショー」内でドラッグ＆ドロップする

2) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集したスライドショーの設定がSDカードに登録されます。
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スライドショーからコンテンツを削除する場合

スライドショーに登録されているコンテンツを削除します。

スライドショー

スライドショー登録
コンテンツ削除

1) 「スライドショー」のスライドショー登録コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。

2) 削除するコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする

5) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集したスライドショーの設定がSDカードに登録されます。
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静止画コンテンツの設定を変更する場合

スライドショーに登録されている静止画コンテンツの設定を変更します。

スライドショー

1) 「スライドショー」に登録した静止画コンテンツをクリックする
■f 設定画面が表示されます。

2) ［映像効果］と［再生時間］を変更し、［決定］ボタンをクリックする
■f 映像効果と再生時間の設定を変更します。

3) ［保存］ボタンをクリックする
■f 編集したスライドショーの設定がSDカードに登録されます。

お知らせ
■f 動画コンテンツの設定は変更できません。スライドショーでの動画コンテンツの再生時間は、その動画コンテンツの再生所要時間になりま
す。
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スライドショーを開始する
スライドショーの再生を開始します。

1) 再生開始アイコン をクリックする
■f 再生開始アイコン が、一時停止アイコン に切り換わります。
■f スライドショーの再生を一時的に止める場合は、一時停止アイコン をクリックしてください。
■f スライドショーの再生を止める場合は、再生停止アイコン をクリックしてください。

お知らせ
■f 静止画コンテンツを再生中に一時停止した場合、一時停止からの再開時、停止していたコンテンツの再生時間はリセットされ、コンテンツ
の最初から再生されます。動画コンテンツの場合は、一時停止したところから再生を再開します。
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照射のパターンを登録する
本機のメニュー［ライティング］→［パターン］（z■49 ページ）の設定［SD1］～［SD10］で使用する照射のパターンを、静止画コ
ンテンツとしてSDカードに登録します。
■f 本機で使用できるSDカードについては、“本機で使えるカード”（z■39 ページ）をご覧ください。

1) 照射のパターンとして使用する静止画ファイルを、クライアントコンピューターの任意の場所に保存する
■f 設定［SD1］～［SD10］のそれぞれに対応するファイル名は次のとおりです。あらかじめファイル名を変更しておいてください。

［パターン］ 対応ファイル名
［SD1］ SD1.bmp■/■SD1.jpg■/■SD1.jpeg
［SD2］ SD2.bmp■/■SD2.jpg■/■SD2.jpeg

… …
［SD10］ SD10.bmp■/■SD10.jpg■/■SD10.jpeg

2) コンテンツマネージャーに管理者権限でログインする
■f スタート画面が表示されます。

3) ［スライドショー］をクリックする
■f スライドショー画面が表示されます。

コンテンツ選択タブ
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4) 「コンテンツ選択タブ」の［静止画］タブをクリックする

コンテンツ追加

5) コンテンツ追加アイコン をクリックする
■f［コンテンツ追加］画面が表示されます。

コンテンツ追加

6) コンテンツ追加アイコン をクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。

7) 登録する静止画ファイル（1ファイル単位）を選択し、［開く］ボタンをクリックする
■f コンテンツ名入力画面が表示されます。

8) 任意の［コンテンツ名］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f［コンテンツ名］は、最大半角24文字まで入力できます。
■f ファイル名と異なるコンテンツ名を付けても、ファイル名自体は変更されません。
■f［コンテンツ追加］画面に登録されます。

コンテンツ削除

■f 続けてコンテンツを追加する場合は手順 6) に戻り、［コンテンツ追加］画面からコンテンツを削除する場合は手順 9) に、コンテンツ
の追加を終える場合は手順 13) に進みます。
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9) 追加を取りやめるコンテンツがある場合は、［コンテンツ追加］画面のコンテンツ削除アイコン をクリッ
クする
■f 削除モードになります。

10) 追加を取りやめるコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

11) ［削除］ボタンをクリックする

12) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする

13) 登録するコンテンツの追加が完了したら［保存］ボタンをクリックする
■f 追加したコンテンツがSDカードに登録されます。

お知らせ
■f［スケジュール］の［タイムテーブル］画面からでも、照射のパターンを静止画コンテンツとしてSDカードに登録できます。
■f 登録済みの照射のパターンを削除したり、変更したりする場合は、“登録済みのパターンを削除、変更する場合”（z■193ページ）をご
覧ください。

登録済みのパターンを削除、変更する場合

不要になった照射のパターン（静止画コンテンツ）を削除したり、別のパターンに置き換えたりします。

コンテンツ削除

1) コンテンツ削除アイコン をクリックする
■f 削除モードになります。
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2) 削除する、または置き換えるコンテンツを選択する
■f 複数のコンテンツを選択できます。

3) ［削除］ボタンをクリックする

4) 確認画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックする
■f 選択したコンテンツがSDカードから削除されます。
■f 別のパターンに置き換える場合は手順 5) に、パターンの削除のみで終わる場合は手順 9) に進みます。

コンテンツ追加

5) コンテンツ追加アイコン をクリックする
■f［コンテンツ追加］画面が表示されます。

コンテンツ追加

6) ［コンテンツ追加］画面の アイコンをクリックする
■f ファイル選択画面が表示されます。

7) 新たに登録するパターン元の静止画ファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックする
■f 別のパターンへの置き換えの場合は、削除したものと同じファイル名にした静止画ファイルを準備してください。
■f コンテンツ名入力画面が表示されます。

8) 任意の［コンテンツ名］を入力し、［決定］ボタンをクリックする
■f［コンテンツ追加］画面に登録されます。
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9) 登録するコンテンツの追加が完了したら［保存］ボタンをクリックする
■f 追加したコンテンツがSD■カードに登録されます。

お知らせ
■f 削除または置き換えの対象となるコンテンツがスケジュールまたはスライドショーに登録されている場合は、そのコンテンツを削除できま
せん。

［映像効果］について
静止画コンテンツに対して設定できる、再生画面転換時の特殊効果（［映像効果］）は次のとおりです。

［オフ］ 映像効果を適用しません。
［ランダム］ 映像効果をランダムに適用します。
［ワイプレフト］ 左側からふき取るように徐々に表示します。
［ワイプライト］ 右側からふき取るように徐々に表示します。
［ワイプダウン］ 上側からふき取るように徐々に表示します。
［スプリット］ 中央から左右両側に向けてふき取るように徐々に表示します。
［ズームアウト］ 中心から全体へと徐々に表示します。
［フェード］ 全体を徐々に表示します。
［ブラインド］ 縦型ブラインドを開けるように徐々に表示します。

［チェッカーワイプ］ 格子状に左側から右方向に徐々に表示します。
［スライドイン］ 次の画面が右から左へ現れるように表示します。
［スライドアウト］ 前の画面が右から左へ消えるようにして次の画面を表示します。

［色設定］について
映像コンテンツ（静止画 /動画 /外部入力）を再生するときに反映される色設定の内容は次のとおりです。

［高］ ［中］の設定に対して青みがかかった映像にします。
［中］ 動画系映像全般に適した色設定にします。
［低］ ［中］の設定に対して赤みがかった映像にします。

［ユーザーP］ メニューの［映像］→［色温度設定］で調整した［ユーザー］の設定 *1 を反映します。
［スーパーホワイト］ 明るさを最大にします。

［昼白色］ 昼白色にします。
［白色］ 白色にします。
［温白色］ 温白色にします。
［電球色］ 電球色にします。
［赤］ 赤色にします。
［緑］ 緑色にします。
［青］ 青色にします。

［イエロー］ 黄色にします。
［シアン］ シアンにします。
［マゼンタ］ マゼンタにします。
［ユーザー L1］ メニューの［ライティング］→［色設定］で調整した［ユーザー1］の設定 *2 を反映します。
［ユーザー L2］ メニューの［ライティング］→［色設定］で調整した［ユーザー2］の設定 *2 を反映します。
［ユーザー L3］ メニューの［ライティング］→［色設定］で調整した［ユーザー3］の設定 *2 を反映します。
［ユーザー L4］ メニューの［ライティング］→［色設定］で調整した［ユーザー4］の設定 *2 を反映します。
［ユーザー L5］ メニューの［ライティング］→［色設定］で調整した［ユーザー5］の設定 *2 を反映します。

*1■ 設定の方法については、メニューの［映像］→［色温度設定］の“お好みのホワイトバランスに調整する場合”（z■54 ページ）をご覧ください。
なお、静止画 /動画コンテンツには、入力をメモリービューアーにして調整した設定が反映されます、外部入力コンテンツには、静止画系映像（コ
ンピューターの出力など）の場合はHDMI 入力に静止画系信号を入力して調整した設定が、動画系映像（ブルーレイディスクプレーヤーの出力な
ど）の場合はHDMI 入力に動画系信号を入力して調整した設定が反映されます。また、［ユーザー］の調整状態を再現するために、サイネージ入
力時のメニューの［映像］→［映像モード］（z■52 ページ）の設定は、［ユーザー］の設定を調整したときの入力の［映像モード］に合わせ
てください。

*2■ 設定の方法については、メニューの［ライティング］→［色設定］の“お好みの色設定にする場合”（z■50 ページ）をご覧ください。
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