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素材カテゴリの登録 →67Pへ

素材の登録 →36Pへ

番組の登録 →8P

テンプレートカテゴリの登録 →259Pへ

かんたんテンプレートの作成 →229P

スケジュールへの登録 →122P又は135P

テンプレートのアップロード →233P

テンプレートを作成する テンプレートをアップロードする

※基本・グループ・サーバ・STBどれに登録する際も手順は同じ

※登録済みの場合は登録しなくてもかまわない。

※登録済みの場合は登録しなくてもかまわない。

同期処理 →189Pへ ※通信ステータス・ログを確認し、同期完了になれば完了です。

マルチテンプレートの作成 →236P

※デジサインSTBX4専用の機能
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ブラウザを起動して下さい。URL欄に以下のURLを入力していただくと、デジサイン管理システムへアクセスできます。（ログイン画面が表示されます）
※推奨ブラウザは以下の通りとなっております

・Internet Explorer 11
・Google Chrome(最新)
・Mozilla Firefox (最新)
・Microsoft Edge (最新)
・Safari(最新)

https://○.○.○.○/admin/
※○.○.○.○にはIPアドレス、又はドメイン名が入ります

①

ログイン
1.管理者ログイン



管理者としてログインするには、ログインID・パスワードを入力し、「ログイ

ン」ボタンをクリックしてください。正しく認証されるとメニュー画面へ遷移しま
す。メニュー画面に遷移後は各管理画面へ移動する事ができます。

また、環境設定管理より設定されたオペレーション許可時間内でなければ
ログインすることはできません。環境設定管理で設定できるオペレーション時
間外になった場合はログイン中でも自動的にログアウトされます。

ログイン情報を保持のチェックボックスにチェックをつけた状態でログイン認
証を行うと、次回ログイン画面を開いた際にログインIDとパスワードが入力さ
れた状態になっています。

以下の4つのメニューはデジサインTabユーザに対してのみ表示される機能

となります。

・フォーム管理
・フォームカテゴリ管理
・アーカイブカテゴリ管理
・再生ログ集計

ヘルプアイコン をクリックすると、別ウィンドウでヘルプ画面が表示され
ます。

また、以下のメニューはデジサインSTBX4ユーザに対してのみ表示される機
能となります。

・マルチテンプレート作成

ログイン
管理者ログイン
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番組管理
1.新規登録_入力画面①

番組をつくる(新規登録_入力)画面 では番組の登録を行います。

テンプレート選択項目から画像をクリックすると、画面右側スライド領域に
選択されたテンプレートが表示されます。

素材一覧項目から画像をクリックすると、右側に選択された素材が表示さ
れます。選択した素材の形式が画像ファイルの場合、画像表示秒数の入力
欄に素材を表示したい時間を秒単位で併せて入力してください。初期値は10

秒になっています。

テンプレート・素材を選択後、番組名のテキストボックスに番組名を入力し、
画面右下「保存する」ボタンをクリックすると、新規登録_確認画面が表示され
ます。

■テンプレート項目

カテゴリでテンプレートの絞り込みができます。プルダウンリストから存在す
るカテゴリの一覧が選択できます。

・「更新」ボタンをクリックすると、表示されているテンプレートの一覧を更新す
ることができます。

・「検索」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでキーワード検索とカテゴリ検
索が行えるテンプレート検索画面(20P参照)が表示されます。

・「マルチ」、「作成」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでマルチテンプレート、
またはテンプレートの新規登録画面が表示されます。
※「マルチテンプレート」はデジサインSTBX4専用の機能です。

・「追加」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでかんたんテンプレート作成の
新規登録画面が表示されます。
※解像度のプルダウンリストから解像度でテンプレートを絞り込むこともできます。
※デジサインSTBX4専用の「マルチテンプレート」を使用する場合は、解像度のプル
ダウンで①「STB用フリーサイズ」を選択してください。

■管理メモ

作成する番組についてメモを残すことができます。このメモは一度番組を登
録した後、番組の編集を行うときに確認することができます。

■素材・テンプレートの詳細な情報

テンプレートや素材のサムネイル右上にある「虫眼鏡アイコン」をクリックす
ると、②詳細な情報を確認することができます。 8※コンテンツの追加件数は無制限です。

① ②



番組管理
2.新規登録_入力画面②

素材をクリックした時、エラーダイアログが表示される場合があります。

推奨値を超え、正常に再生されない場合がある形式の素材には、「この素
材は推奨されていない形式です。正しく再生されない可能性があります。そ
れでも登録しますか。」というエラーダイアログが表示されます。選択する場
合は「OK」ボタンを押下してください。「キャンセル」ボタンを押下すると、そ
の素材は選択されません。

推奨値を大きく超える形式の素材には「この素材は登録できない形式で
す」というエラーダイアログが表示されます。この素材は番組登録をすること
は出来ません。

上記のダイアログが表示された場合、素材管理の詳細（P37参照）から素
材の形式をご確認いただきますようお願いします。

※素材の推奨値はP34~35をご参照ください。
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番組管理
3.新規登録_入力画面③

■素材項目

素材のファイル形式とカテゴリから絞り込みができます。プルダウンリストで
それぞれ一覧から項目を選択できます。

素材一覧カテゴリのプルダウンを選択すると、選択したカテゴリで素材が検
索されます。 初期状態は「最新の100件」となっております。また、コンテンツ

バンクを契約している利用者はこのカテゴリに「コンテンツバンク素材」の項
目が追加されています。

「追加」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで素材の新規登録画面が表示
されます。

「検索」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで素材の検索画面
（20P参照）が表示されます。

「更新」ボタンをクリックすると、最新の素材一覧に更新されます。

■画像表示秒数

選択した素材を表示する秒数を指定できます。指定できるのは動画素材を
除いた素材のみとなります(PDFの場合、1ページごとの表示秒数が設定できます。)

■PDFをスクロール再生する
PDF素材をスクロール再生するかを指定できます。
1ページをスクロールする時間を、画像表示秒数で設定することができます。
※STB4およびStick(MODEL2)ver1.24以上、 STB4L、またはSTBX4 をご利用のお客様が対
象です

■再生するコンテンツの追加

画面左下「新しいスライド」をクリックすると、画面下部のスライド一覧に新し
いスライドが追加されます。スライドをクリックすることで任意のスライドにつ
いて、テンプレートおよびカテゴリの変更を行うことができます。また、スライド
下のスライド操作ボタンを利用することでスライドの再生順序を入れ替える・
スライドの削除を行うことができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：番組管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：番組管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。） 10

スライドを先頭に移動

スライドを一つ前に移動

スライドを一つ後に移動

スライドを末尾に移動

スライドを削除

・スライド操作ボタン詳細



番組管理
4.コンテンツバンク素材一覧

※コンテンツバンクはご契約されている方が対象となります。

素材項目の素材カテゴリから「★コンテンツバンクサービス」を選択すると
素材一覧が現在契約中のコンテンツバンク素材に変更されます。

「全てのタイトル」のプルダウンをクリックすると、右図①のようにタイトル一
覧が表示されます。

またサブタイトルをクリックすると、右図②のようにサブタイトルに属するコン
テンツで絞り込むことが出来ます。

「検索」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで、キーワード検索とカテゴリ検
索が行える検索画面（20P参照）が表示されます。

※コンテンツバンクサービスにてご提供中のサービスについては、293Pをご
参照ください。

※「政府広報オンラインコロナ対策チャンネル」については、294Pをご参照く
ださい。

11
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番組管理
5.内部フォルダ設定

※STB4およびStick(MODEL2)ver1.2以上、STB4LまたはSTBX4をご利用
のお客様が対象です。

素材項目の素材種別からフォルダを選択すると、素材一覧に内部フォルダ
が表示されます。内部フォルダをクリックすると、スライドに再生する内部フォ
ルダの設定フォームが表示されます。

スライドにこの内部フォルダを設定することにより、STB4、Stick(MODEL2) 、
STB4LおよびSTBX4 の内部にある共有フォルダ内の素材が一括再生され
ます。
STB4、Stick(MODEL2) 、STB4LおよびSTBX4の内部フォルダの設定につ

いては、各操作マニュアルの、「内部フォルダ内のコンテンツ一括再生」をご
参照ください。

■フォルダ名：参照するフォルダ名を入力します。
何も入力しない場合、shareフォルダ直下にある素材を再生し
ます。

■再生順番：フォルダ内にあるファイルの再生順番を設定します。
名前順、更新日付順の昇順、降順が設定できます。

■再生ファイル数：再生するファイル数を設定します。
何も入力しない場合、999ファイルを再生します。

12



番組管理
6.番組プレビュー①

現在作成中の番組内の素材単体でのプレビューを行います。

①画像素材にマウスカーソルを重ねると、表示する素材がくっきりと見えるよ
うになります。

②動画素材の場合は、マウスカーソルを重ねると表示する素材がくっきりと
見えるようになり、素材のプレビューができるようになります。

③再生開始を押すとプレビューが開始されます。

13

②

③

①
画像素材の場合

動画素材の場合

マウスを
重ねる

マウスを
重ねる



番組管理
6.番組プレビュー②

現在作成中の番組のプレビューを行います。

①開始：プレビューを開始するスライドNoを入力します。
入力しない場合、1番目のスライドからプレビューが開始されます。

②終了：プレビューを終了するスライドNoを入力します。
入力しない場合、最後のスライドまでプレビューされます。

③プレビュー：別ウィンドウが開き、現在作成中の番組のプレビューを開始し
ます。

プレビュー画面では、以下の操作が可能です。

④スキップボタン：次のスライドにスキップします。
最後のスライドの場合、一番最初のスライドが表示されます。

⑤コントロールバー：動画(mp4、mov)をプレビュー時に表示されます。
シークバーの操作や再生、停止をすることができます。
(ご利用いただいているブラウザによって、コントロールバーデザインが異な
ります。)

14
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番組管理
7.新規登録_確認画面

画面右下の「保存する」をクリックすると番組が保存されます。

正常に保存が行われた場合には「保存が完了しました」というダイアログが
出ます。「保存が完了しました」のダイアログを閉じてメニュー画面に戻り、番
組一覧をクリックすると、いま保存した番組が一覧に表示されるようになるこ
とを確認できます。

保存する番組に問題がある場合、「保存が完了しました」というダイアログ
の代わりに赤文字でエラー内容が記載されたダイアログが表示されます。

エラーの例：
・[101]:「タイトル」を入力してください。が表示された場合、番組名が入力され
ていません。画面左上の番組名欄が空ではないかを確認してください。
・[205]: (1)「テンプレート」を選択してください。

()内に書かれている番号のスライドについて、テンプレートが設定されてい
ません。テンプレートを設定してください。
・[207]: (1)「素材」を選択してください。

()内に書かれている番号のスライドについて、素材が設定されていません。
素材を設定してください。素材とは再生したいコンテンツのことです。

15

番組保存に成功したダイアログ

番組保存に失敗したダイアログの例



番組管理
8.新規登録_完了画面

これで番組の新規登録は完了しました。画面右上「メニューに戻る」よりメニ
ュー画面へ遷移してください。

16



番組管理
9.一覧・検索画面

番組管理では各素材・テンプレート構成の番組リストが表示されます。一
覧・検索では番組の一覧表示・検索を行うことができます。

番組のタイトルリンクをクリックすると、選択した番組に登録された素材を順
番に表示・再生します。

各素材のサムネイル画像をクリックすると、選択した素材を別ウィンドウで
表示します。（動画の場合は自動再生されます。）

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。

検索条件を指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する番組が表示さ
れます。

条件に一致する番組が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えることが
できます。

各番組の操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳細・編
集・複製・削除画面へ遷移します。

統括管理機能で作成した番組の削除と操作許可変更は行えません。

番組の新規登録を行うにはメニュー一覧画面から「番組をつくる」リンクをク
リックし、新規登録_入力画面へ遷移します。

17



番組管理
10.詳細画面

詳細画面では登録されている番組の詳細を確認することができます。

閲覧日時を選択し、「プレビュー」ボタンをクリックすると、登録されている公
開条件に当てはまる素材を順番に表示・再生します。（選択した閲覧日時が
登録された素材の公開期間外であれば表示・再生されません）

サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・再
生します。（動画は自動再生）

18



番組管理
11.編集_入力画面

編集_入力画面では番組の編集を行います。画面の操作方法については
8P～16Pを参照してください。

番組を登録・編集する際に管理メモにテキストを入力していた場合、管理メ
モにはメモ情報が表示されます

※統括管理機能で作成した番組の編集時は以下の制限があります。
・番組名、管理メモは変更不可
・統括管理機能で追加したスライドは変更不可
・操作可能アカウントの設定は不可

・統括管理機能で追加したスライドは青色の枠で表示され、スライド操作ボタ
ンが表示されません。

19



番組管理
12.テンプレート_検索画面

番組登録・編集中にテンプレート項目の「検索」ボタンをクリックすると検索
画面が別ウインドウで表示されます。検索はカテゴリ、キーワードから行うこ
とができます。

・「更新」ボタンをクリックするとテンプレートの一覧が更新されます。
・「閉じる」ボンを押すと検索画面を閉じます。
・「選択」ボタンをクリックするとテンプレートが選択され検索画面が
閉じられます。
・「編集」ボタンをクリックすると別ウインドウでテンプレートの編集
画面が開かれます。
・「詳細」ボタンをクリックすると別ウインドウでテンプレートの詳細
画面が開かれます。
※統括管理機能で作成したテンプレートの「編集」ボタンは表示されません

※デジサインSTBX4専用「マルチテンプレート」を検索する場合は、解像度
のプルダウンで「STB用フリーサイズ」を選択してください

20



番組管理
13.素材_検索画面

番組登録・編集中に素材項目の「検索」ボタンをクリックすると検索画面が
別ウインドウで表示されます。

検索はカテゴリ、コンテンツの種別、キーワードから行うことができます。検
索結果の表示順を名前順、更新日順で並び替えることができます。

・「更新」ボタンをクリックすると素材の一覧が更新されます。
・「閉じる」ボンを押すと検索画面を閉じます。
・「選択」ボタンをクリックすると素材が選択され検索画面が
閉じられます。
・「編集」ボタンをクリックすると別ウインドウで素材の編集画面が
開かれます。
・「詳細」ボタンをクリックすると別ウインドウで素材の詳細画面が
開かれます。
※統括管理機能で作成した素材の「編集」「削除」ボタンは表示されません

※カテゴリに「コンテンツバンク」を選択した場合にはコンテンツ種別のプルダ
ウンリストの中身がコンテンツバンク内のカテゴリに変更されます。

21



番組管理
14.複製_入力画面

複製_入力画面では登録されている番組の複製を行うことができます。「タ

イトル」・「管理メモ」に情報を入力し、内容を確認後、「確認」ボタンをクリック
し、複製_確認画面へ遷移します。

統括管理機能で作成した共通番組を複製して出来た番組は共通番組では
なく顧客番組になります。

22

※タイトルには複製元番組のタイトル名+「_コピー」が入力されます。
※サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・再生します。
（動画は自動再生）



番組管理
15.複製_確認画面

複製_確認画面では、複製_入力画面で入力された内容を確認することが
できます。

サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・再
生します。（動画は自動再生）

内容を確認し、複製する場合は「複製」ボタンをクリックし、複製_完了画面
へ遷移します。

23



番組管理
16.複製_完了画面

これで番組の複製は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくだ
さい。

24



番組管理
17.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されている番組の削除を行うことができます。

サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・再
生します。（動画は自動再生）

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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番組管理
18.削除_完了画面

これで番組の削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくださ
い。

26



番組管理
19.選択操作許可変更_入力画面

27

一覧で選択した番組に対して一括で操作許可を編集することができます。

「選択」欄から編集したい番組のチェックボックスをクリックし、「選択操作許
可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成した共通番組は操作許可変更が出来ないためチェッ
クボックスが表示されません。

選択番組_番組名の右横に表示されている×のアイコンをクリックすると選
択した番組を解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：番組管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：番組管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

スケジュールに登録されている番組の操作許可は変更することができませ
ん。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



番組管理
20.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。

28



番組管理
21.選択操作許可変更_完了画面

これで番組情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックすると番組一覧画面に
戻ります。

29



素材管理
1.一覧・検索画面

素材管理では動画・画像の管理を行います。一覧・検索では素材の一覧表
示・検索を行うことができます。

各素材のサムネイル画像をクリックすると、選択した素材の画像・動画を別
ウィンドウで表示します。（動画の場合は自動再生されます。）

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する素材が表示されます。

条件に一致する素材が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示ます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えることができ
ます。

各素材の操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳細・編
集・削除画面へ遷移します。
※統括管理機能で作成した共通素材の編集・削除は行えません。

素材の新規登録を行うには素材管理|検索一覧画面から「新規登録」ボタン
をクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。

※ 「PIP MAKER」をご契約のお客様は「PIP MAKER」をご利用いただけま
す。操作方法につきましては13項をご覧ください。
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素材管理
2.新規登録_素材選択画面(アップロード)

新規登録_素材画面(アップロード)では素材の登録を行います。

画面上の3つのタブから「アップロード」を選びます。
「ファイルを選択してアップロード」ボタンをクリックすると、ファイルの選択ダ

イアログが表示されます。

ファイルの選択ダイアログからファイルを選択し、「開く」ボタンをクリックする
と入力画面に選択した素材が表示されます。（ファイルの選択は一度に複数
可能です。複数の動画や動画、画像が混在した状態でも選択可能です。）

31

※登録できる素材の容量は1素材500Mまでとなります。
動画の推奨エンコードについては次ページ参照ください。



素材管理
2.新規登録_素材選択画面(URL)

新規登録_素材画面(URL)では、WebサイトのURLを素材として登録を
行います。

画面上の3つのタブから「URL」を選びます。
デジサインに表示したいWebサイトのURLを、「URL入力テキストボックス」に

入力します。

「ペースト」ボタンを押すと、クリップボードにコピーされたテキストが「URL入
力テキストボックス」に入力されます。

「プレビュー」ボタンを押すと、 「URL入力テキストボックス」に入力された
Webサイトをプレビューすることができます。

※プレビューにはiframeを使用します。iframeを許可していないWebサイトは
表示されません。また、正しく表示されない場合があります。

「URL入力テキストボックス」を入力した後、「確認」ボタンを押します。

※下記内容をご了承の上、本機能をご利用ください。
・iframeでのアクセスを許可していないWebサイトを表示することはできません。
・Webサイトを表示する際に、必ず読み込み時間が発生します。番組登録時

には読み込み時間も考慮した表示秒数を指定してください。
・表示するWebサイトの機能や性能を保証するものではありません。
・不正なWebサイトを表示することによりサイネージシステムに異常が発生し

た場合はユーザー責任となります。
他社が運営するWebサイトを表示する場合は、その利用規約に従いご使用
ください。利用規約を遵守せずに発生した損害等についてはユーザー責任
となります。

32

URL「https://digisign.jp/」をプレビュー



素材管理
2.新規登録_素材選択画面(HTMLタグ)

新規登録_素材画面(HTMLタグ)では、HTMLタグを素材として登録を行いま
す。

画面上の3つのタブから「HTMLタグ」を選びます。
デジサインに表示したいHTMLタグを「HTMLタグ入力テキストエリア」に入

力します。

「ペースト」ボタンを押すと、クリップボードにコピーされたテキストが「HTML
タグ入力テキストエリア」に入力されます。

「プレビュー」ボタンを押すと、 「 HTMLタグ入力テキストエリア」に入力され
たHTMLタグをプレビューすることができます。

「HTMLタグ入力テキストエリア」を入力した後、「確認」ボタンを押します。

※以下のタグを入力することはできません。
・html
・head
・body
・meta
・php

また、JavaScriptコードを入力することはできますが、デジサイン管理画面
上でプレビューすることはできません。

※下記内容をご了承の上、本機能をご利用ください。
・HTMLタグによっては、表示をする際に読み込み時間が発生する場合があ

ります。番組登録時には読み込み時間も考慮した表示秒数を指定してくだ
さい。

・表示するHTMLタグの機能や性能を保証するものではありません。
・不正なHTMLタグを利用することによりサイネージシステムに異常が発生し

た場合はユーザー責任となります。
・他社が提供するHTMLタグを使用する場合は、その利用規約に従いご使用

ください。利用規約を遵守せずに発生した損害等についてはユーザー責任
となります。
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素材管理
3.推奨エンコードについて

デジサイン各モデルの推奨値については、「素材登録」画面(31P参照)のリンク① から確認することができます。

①

※推奨エンコード設定は、予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。
※エンコード後は、必ず実機での再生確認を行ってください。
※推奨エンコード以外での動作保証は致しかねます。ご了承ください。



オーディオ コーデック Windows Media Audio 9.1/9.2

オーディオ形式 192 kbps, 48 kHz, stereo CBR

ビデオ コーデック Windows Media Video 9

ビデオ ビット レート 2799 Kbps以内 (10000Kbps以内)

ビデオ サイズ 1920 x 1080以内

フレーム レート 30 fps以内

キー フレーム 3 秒

画像の品質 85

バッファ サイズ 1 秒

素材管理
3.推奨エンコードについて

35

動画の推奨エンコード設定

ファイル形式 WMV ファイルサイズ 500MB以下

ソフトウェア： Corel VideoStudio 12

デジサイン旧モデル

オーディオ エンコード モード CBR

ビデオ エンコード モード CBR

オーディオ コーデック Windows Media Audio 9.1/9.2

オーディオ形式 192 kbps, 48 kHz, stereo CBR

ビデオ コーデック Windows Media Video 9

ビデオ ビット レート 2799 Kbps以内 (10000Kbps以内)

ビデオ サイズ 1920 x 1080以内

フレーム レート 30 fps以内

キー フレーム 3 秒

画像の品質 85

バッファ サイズ 1 秒

ファイル形式 H264(MP4,MOV） ファイルサイズ 500MB以下

オーディオ エンコード モード CBR

ビデオ エンコード モード CBR

※推奨エンコード設定は、予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。
※エンコード後は、必ず実機での再生確認を行ってください。
※推奨エンコード以外での動作保証は致しかねます。ご了承ください。



素材管理
4.新規登録_入力画面(アップロード)

登録素材の選択後、アップロード素材情報の入力を行います。

■ファイル名：リンクをクリックするとプレビューが表示されます。
■タイトル：素材のタイトルを入力します。
■管理メモ：管理用のメモを入力します。
■素材カテゴリ：素材カテゴリ管理で作成した素材のカテゴリを選択します。
■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択し
ます。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。アーカ
イブカテゴリを登録した素材をSTBに配信しても再生に影響ありません。）
■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■公開時刻：素材を公開する時刻を設定します。
■非公開時刻：素材を非公開にする時刻を設定します
■以下に反映：複数の素材がある場合にリンクをクリックすると、リンク以下
の素材にも同じ設定を行います。
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）
■素材ラベルの選択

各素材に対して素材ラベルを設定することができます。アーカイブ再生時
の絞込条件として使用できます。

項目を削除する場合は削除したい項目の「削除」ボタンをクリックします。
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素材管理
4.新規登録_入力画面(URL)

URL素材の入力後、URL素材情報の入力を行います。

■URL：リンクをクリックするとプレビューが表示されます。
■タイトル：素材のタイトルを入力します。

デフォルトでWebサイトのタイトルが入力されています。
■サムネイル：デジサイン管理システム上に表示するサムネイルを設定します。

デフォルトではWebサイトのキャプチャー画像が設定されます。(SaaSサービ
スのみ)
※キャプチャー画像生成に時間がかかる場合があります。生成中は黒色の画
像が表示されます。

下の参照ボタンを押すと、jpg画像をサムネイルとしてアップロードすることが
できます。

■管理メモ：管理用のメモを入力します。
■素材カテゴリ：素材カテゴリ管理で作成した素材のカテゴリを選択します。
■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択しま
す。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。アーカイ
ブカテゴリを登録した素材をSTBに配信しても再生に影響ありません。）
■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■公開時刻：素材を公開する時刻を設定します。
■非公開時刻：素材を非公開にする時刻を設定します
■以下に反映：複数の素材がある場合にリンクをクリックすると、リンク以下の
素材にも同じ設定を行います。
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）
■素材ラベルの選択

各素材に対して素材ラベルを設定することができます。アーカイブ再生時の
絞込条件として使用できます。
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素材管理
4.新規登録_入力画面(HTMLタグ)

HTMLタグ素材の入力後、HTMLタグ素材情報の入力を行います。

■HTMLタグ：リンクをクリックするとプレビューが表示されます。
■タイトル：素材のタイトルを入力します。
■サムネイル：デジサイン管理システム上に表示するサムネイルを設定します。

下の参照ボタンを押すと、jpg画像をサムネイルとしてアップロードすること
ができます。

■管理メモ：管理用のメモを入力します。
■素材カテゴリ：素材カテゴリ管理で作成した素材のカテゴリを選択します。
■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択しま
す。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。アーカイ
ブカテゴリを登録した素材をSTBに配信しても再生に影響ありません。）
■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■公開時刻：素材を公開する時刻を設定します。
■非公開時刻：素材を非公開にする時刻を設定します
■以下に反映：複数の素材がある場合にリンクをクリックすると、リンク以下の
素材にも同じ設定を行います。
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）
■素材ラベルの選択

各素材に対して素材ラベルを設定することができます。アーカイブ再生時の
絞込条件として使用できます。
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素材管理
4.新規登録_入力画面

素材が公開または非公開にされる時刻を設定することができます。

番組で設定した順番で素材が再生される際、対象の素材を表示するタイミ
ングで設定した公開時刻の範囲内では素材が再生され、範囲外のときは再
生がスキップされます。

非公開時刻が設定されているときはその範囲では素材の再生は行われま
せん。

公開時刻と非公開時刻は非公開時刻が優先され、設定した公開時刻の範
囲内でも非公開時刻であれば、その素材の再生はスキップされます。

例として、右上図では公開時刻が「8:30」～「20:30」、非公開時刻が「12:00」
～「13:00」と設定されています。

この素材は「8:30」～ 「12:00」 と「20:30」の間は再生され、それ以外の時間
は再生がスキップされます。

また、「12:00」～「13:00」は非公開に設定されているため、この時間帯も再
生がスキップされます。

また、時刻は日を跨いで設定することが可能です。
右下図では公開時刻を「18:30」～「8:30」と設定されています。
この素材は「18:30」～「24:00」と、翌日の「0:00」～「8:30」の間は再生され、

それ以外の時間は再生がスキップされます。

※注意事項
公開時刻と非公開時刻の設定はスケジュール再生のみ適応されます。
アーカイブ再生ではこの設定は適応されません。
また、対象となる端末はデジサインStickModel2とSTB4のバージョン1.28以

降、 STB4L、STBX4またはデジサインBOXの機種となります。
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素材管理
4.新規登録_入力画面

素材項目に動画を選択した場合、サムネイル画像を動画から自動生成す
るか新たにサムネイル画像をアップロードするかを選択できます。

自動生成を選択した場合、 サムネイル画像を作成するプルダウン（分・秒
選択）が表示されます。

プルダウンで指定した時間を元に、動画からサムネイル画像を生成します。
アップロードを選択した場合、サムネイル用の画像をアップロードする項目が
表示され、選択した画像がサムネイル画像として登録されます。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登録
_確認画面が表示されます。

40
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素材管理
5.新規登録_確認画面(アップロード)

新規登録_確認画面(アップロード)では新規登録_入力画面で入力された
内容を確認することができます。

ファイル名をクリックするとプレビューが表示されます。（動画ファイルサイズ
が大きいものは確認画面では表示できず、登録完了後に確認して頂く形式
になっております。）

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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素材管理
5.新規登録_確認画面(URL)

新規登録_確認画面(URL)では新規登録_入力画面で入力された内容を確
認することができます。

URLをクリックするとプレビューが表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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素材管理
5.新規登録_確認画面(HTMLタグ)

新規登録_確認画面(HTMLタグ)では新規登録_入力画面で入力された内
容を確認することができます。

「プレビューを表示」をクリックするとプレビューが表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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素材管理
6.新規登録_完了画面

これで素材の新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移して
ください。
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素材管理
7.詳細画面

詳細画面では登録されている素材の詳細を確認することができます。

素材が動画の場合は項目内にプレイヤーが表示され、動画の再生を行うこ
とができます。

素材が推奨値を超えた形式の場合、画面上部に形式比較表を表示します。

これが表示されている場合、その素材は正常に再生されない恐れがありま
す。
※素材の推奨値はP34~35をご参照ください。

45
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素材管理
8.編集_入力画面

編集_入力画面では素材の編集を行います。素材に動画が登録されている
場合は、動画がプレイヤーで再生することができます。

■タイトル：素材のタイトルを入力します。
■管理メモ：管理用のメモを入力します。
■カテゴリ：カテゴリ管理で作成した素材のカテゴリを選択します。
■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択し
ます。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。
アーカイブカテゴリを登録した素材をSTBに配信しても再生に影響はござい
ません。）
■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■公開時刻：素材を公開する時刻を設定します。
■非公開時刻：素材を非公開にする時刻を設定します
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

素材項目に動画を選択した場合、再生ボタンが有効になります。

「再生」ボタンをクリックすると選択された動画が別ウィンドウで再生されま
す。（一度確認画面へ遷移し、入力画面へ戻った場合は素材項目内で選択
された動画を再生でき、「再生」ボタンは無効になります）

サムネイル画像項目では、プルダウンで指定した時間を元に動画からサム
ネイル画像を生成する「自動生成」か、選択した画像をサムネイルとする「ア
ップロード」が選択できます。（動画素材のみ）

URL素材ではURL入力テキストボックスが表示され、URLを編集できます。
HTMLタグ素材ではHTMLタグ入力テキストエリアが表示され、HTMLタグ

を編集できます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。

46

※登録できる素材の容量は1素材300Mまでとなります。

URL素材

HTMLタグ素材



素材管理
9.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

素材に動画を選択している場合は項目内にプレイヤーが表示され、動画を
再生することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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素材管理
10.編集_完了画面

これで素材の編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくだ
さい。
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素材管理
11.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されている素材の削除を行うことができます。

素材が動画の場合は項目内にプレイヤーが表示され、動画の再生を行うこ
とができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。

番組に登録されている素材を削除しようとした場合「この素材は番組「○○
（登録番組名）」で使用されています。」というメッセージと、「はい、削除しま
す」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスにチェックを入れな
いと「削除」ボタンをクリック出来ません。

また、 「はい、削除します」チェックボックスにチェックをいれ、「削除」ボタン
を押した場合、登録番組から該当の素材は削除されます。
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素材管理
12.削除_完了画面

これで素材の削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくださ
い。
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素材管理
13.一覧・検索画面(PIP MAKER)

---------------------------------------------------------------------------------------

「PIP MAKER」とは・・・

このサービスはパワーポイント資料をアップロードし、資料に合わせて文章
を登録すると自動的に音声が流れるサービスになります。複数のモデルアバ
ターが搭載されており、モデルアバターを選択するだけで、リアルタイムに公
開・更新もできるので撮影の必要がございません。音声を聞いて、変更する
場合は文章を編集するだけで音声が更新されます。
--------------------------------------------------------------------------------------

「PIP MAKER」を登録するには、素材一覧画面の右上の「PIP-Maker新規
登録」ボタンをクリックしてください。

詳細・編集・削除ボタンをクリックしますと、各画面へ遷移します。

※ 「PIP MAKER」はSaaSサービスをご利用のお客様で「PIP MAKER」をご
契約のお客様のみご利用いただけるサービスとなっております。
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素材管理
14.新規登録_入力画面(PIP MAKER)

PIP MAKER新規登録_入力画面では素材の登録を行います。

■タイトル：入力してください。
■素材カテゴリ：素材カテゴリ管理で作成した素材のカテゴリを選択します。

■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択し
ます。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。アーカ
イブカテゴリを登録した素材をSTBで配信しても再生に影響はございませ
ん。）
■素材ラベル：各素材に対して素材ラベルを設定することができます。（アー
カイブ再生時の絞込条件として使用できます。）
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。操作可能アカウント設定では
以下設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■管理メモ：任意で入力してください。

各項目を入力後「確認」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。
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素材管理
15.新規登録_確認画面(PIP MAKER)

確認画面では入力画面で入力された内容を確認することができます。

修正したい場合は「修正」ボタンをクリックして、入力画面に戻りますので、
各項目を修正してください。

「PIP MAKER」サービスへ登録する場合は、「PIP登録画面へ」ボタンをクリ
ックしてください。PIPMAKER画面へ遷移します。
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素材管理
16.編集_入力画面(PIP MAKER)

PIP MAKER編集_入力画面では素材の編集を行います。

■タイトル・カテゴリ：入力・選択してください。

■アーカイブカテゴリ：アーカイブカテゴリ管理で作成したカテゴリから選択し
ます。（デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。アーカ
イブカテゴリを登録した素材をSTBに配信しても再生に影響はございませ
ん。）
■公開期間：素材を公開する期間を設定します。
■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。操作可能アカウント設定では
以下設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

■管理メモ：任意で入力してください。

各項目を入力後「確認」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。
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素材管理
17.編集_確認画面(PIP MAKER)

PIP MAKER編集_ 確認画面では入力画面で入力された内容を確認するこ
とができます。

修正したい場合は「修正」ボタンをクリックして、入力画面に戻りますので、
各項目を修正してください。

「基本情報のみ保存」をクリックすると、基本情報で設定した項目のみ保存
されます。

「PIP MAKER」サービスへ登録する場合は、「素材再登録」ボタンをクリック
してください。PIPMAKER画面へ遷移します。
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素材管理
18.削除_確認画面(PIP MAKER)

PIP MAKER削除_確認画面では登録されているPIPMAKER素材の削除
を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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素材管理
19.削除_完了画面(PIP MAKER)

これで PIP MAKER素材の削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ
遷移してください。
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素材管理
20.選択素材編集_入力画面

一覧で選択した素材に対して一括で情報を編集することができます。

「選択」欄から編集したい素材のチェックボックスをクリックし、「選択素材変
更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成した共通素材は編集出来ないためチェックボックス
は表示されません。

初期値のまま変更していない項目は、更新されることはありませんので、変
更したい項目のみ操作してください。

素材ラベルに関しては選択した素材すべてが共通してもつ同一のラベルの
み追加・削除できます。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。
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素材管理
21.選択素材編集_確認画面

59

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。



素材管理
22.選択素材編集_完了画面

60

これで素材情報の一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックすると素材一覧画面に
戻ります。



素材管理
23.選択素材削除_確認画面

削除_確認画面では選択した素材の一括削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「素材削除」ボタンをクリックし、削除_完了
画面へ遷移します。

※統括管理機能で作成した共通素材は削除出来ないためチェックボックス
は表示されません。

番組に登録されている素材を削除しようとした場合「この素材は番組「○○
（登録番組名）」で使用されています。」というメッセージと、「はい、削除しま
す」チェックボックスが表示されます。このチェックボックスにチェックを入れな
いと「削除」ボタンをクリック出来ません。

また、 「はい、削除します」チェックボックスにチェックをいれ、「削除」ボタン
を押した場合、登録番組から該当の素材は削除されます。
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素材管理
24.選択素材削除_完了画面

これで 素材の一括削除は完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックすると素材一覧画面に
戻ります。
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素材管理
25.選択操作許可変更_入力画面

63

一覧で選択した素材に対して一括で操作許可を編集することができます。

「選択」欄から編集したい素材のチェックボックスをクリックし、「選択操作許
可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成した共通素材は操作許可設定が出来ないためチェッ
クボックスは表示されません。

選択素材_素材名の右横に表示されている×のアイコンをクリックすると選
択した素材を解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：素材管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

番組に登録されている素材の操作許可は変更することができません。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



素材管理
26.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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素材管理
27.選択操作許可変更_完了画面

これで素材情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックすると素材一覧画面に
戻ります。
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素材カテゴリ管理
1.一覧・検索画面

カテゴリ管理では素材を分類付けるための共通のカテゴリを管理します。
一覧・検索ではカテゴリの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。

検索条件を指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するカテゴリが
表示されます。

条件に一致するカテゴリが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えるこ
とができます。

各カテゴリの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳
細・編集・削除画面へ遷移します。
※統括管理機能で作成した共通カテゴリの編集・削除は行えません。

カテゴリの新規登録を行うにはカテゴリ管理_一覧画面から「新規登録」ボ
タンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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素材カテゴリ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではカテゴリの登録を行います。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：素材カテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材カテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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素材カテゴリ管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認する
ことができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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素材カテゴリ管理
4.新規登録_完了画面

これでカテゴリの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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素材カテゴリ管理
5.詳細画面

詳細画面では登録されているカテゴリの詳細を確認することができます。
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素材カテゴリ管理
6.編集_入力画面

編集_入力画面ではカテゴリの編集を行います。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：素材カテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材カテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
（※表示許可に設定する必要があります。）

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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素材カテゴリ管理
7.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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素材カテゴリ管理
8.編集_完了画面

これでカテゴリの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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素材カテゴリ管理
9.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているカテゴリの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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素材カテゴリ管理
10.削除_完了画面

これでカテゴリの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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素材カテゴリ管理
11.選択操作許可変更_入力画面

76

一覧で選択した素材カテゴリに対して一括で操作許可を編集することがで
きます。

「選択」欄から編集したい素材カテゴリのチェックボックスをクリックし、「選
択操作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成した素材カテゴリは操作許可変更出来ないためチェ
ックボックスは表示されません。

選択素材カテゴリ_素材カテゴリ名の右横に表示されている×のアイコンを
クリックすると選択した素材カテゴリを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：素材カテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：素材カテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



素材カテゴリ管理
12.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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素材カテゴリ管理
13.選択操作許可変更_完了画面

これで素材カテゴリ情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックすると素材カテゴリ一
覧画面に戻ります。
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素材ラベル管理
1.一覧・検索画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

素材ラベル管理では素材を分類付けるための共通のラベルを管理します。
素材管理一覧画面の「ラベル管理」ボタンをクリックすることで、ラベル管理_

一覧・検索画面が表示されます。

一覧・検索ではラベルの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するラベルが表示されます。

条件に一致するラベルが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリ
ンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えること
ができます。

各ラベルの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると編集・
削除画面へ遷移します。

ラベルの新規登録を行うにはラベル管理_一覧画面から「新規登録」ボタン
をクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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素材ラベル管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではラベルの登録を行います。

ラベル背景色では、「選択」ボタンをクリックして、表示されるパレットからラ
ベルの背景色を設定できます。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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素材ラベル管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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素材ラベル管理
4.新規登録_完了画面

これでラベルの新規登録は完了しました。「閉じる」ボタンをクリックすると
素材一覧画面に移動します。
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素材ラベル管理
5.編集_入力画面

編集_入力画面ではラベルの編集を行います。

ラベル背景色では、「選択」ボタンをクリックして、表示されるパレットからラ
ベルの背景色を設定できます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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素材ラベル管理
6.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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素材ラベル管理
7.編集_完了画面

これでラベルの編集は完了しました。「閉じる」ボタンをクリックすると素材
一覧画面に移動します。
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素材ラベル管理
8.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているラベルの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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素材ラベル管理
9.削除_完了画面

これでラベルの削除は完了しました。「閉じる」ボタンをクリックすると素材一
覧画面に移動します。
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フォーム管理
1.一覧・検索画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

フォーム管理ではフォームの管理を行います。一覧・検索ではフォームの
一覧表示・検索を行うことができます。

各フォームのタイトルをクリックすると、選択したフォームを別ウィンドウで表
示します。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するフォームが表示されます。

条件に一致するフォームが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えるこ
とができます。

各フォームの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳
細・編集・削除・CSV・複製画面へ遷移します。

フォームの新規登録を行うにはフォーム管理|検索一覧画面から「新規登
録」ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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フォーム管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではフォームの登録を行います。以下、入力項目の内
容です。

【基本情報】
■タイトル：フォームのタイトルです
■フォームカテゴリ：フォームのカテゴリです
■公開期間：設定された期間内でのみ公開されます
■ヘッダー：フォームの説明文です
■フォーム完了文：フォームを回答した後に表示されるメッセージです
■回答受付通知メールアドレス

入力したメールアドレス宛てに最新のアンケート内容を連絡します
■管理メモ：登録するフォームのメモです
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タイトル

ヘッダー

フォーム完了文



フォーム管理
2.新規登録_入力画面

90

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：フォーム管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：フォーム管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。



フォーム管理
2.新規登録_入力画面

以下、フォームの入力内容です。

【フォーム】

ひな形を選択し、「ひな形の設定を反映する」ボタンをクリックするとひな形
下の項目欄に反映されます。
■項目名：フォームの各項目名（質問、入力してもらう項目名）です
■項目内容：各項目内容（質問内容、入力してもらう項目の内容）です

■入力形式：テキストボックス、テキストエリア、プルダウンメニュー、チェック
ボックス、ラジオボタンの中から選択します

■選択項目：プルダウンメニュー、チェックボックス、ラジオボタンを入力形式
に選択した場合に、選択項目をカンマ区切りで設定することができます（例：
選択A,選択B,選択C,選択D）

■チェック形式：設置したフォームの回答するボタンをクリックした際にフォー
ムに入力された値を設定した形式に当てはまるかチェックします。文字列、数
値、郵便番号、電話番号、メールアドレス、上の項目と同じ値 から選択する
ことができます

■最小値、最大値：設置したフォームの回答するボタンをクリックした際にチ
ェック形式が数値の場合は入力した数値の最小値、最大値、それ以外の場
合は入力した文字数が最小値、最大値を超えていないかどうかチェックする
ことができます。
■必須入力：チェックをつけた項目は必須入力とすることができます。
■挿入ボタン：項目行を挿入します
■削除ボタン：項目行を削除します
■移動：項目行を上下に並び替えます

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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項目名

項目内容

選択項目（ラジオボタン）

選択項目（プルダウン）

選択項目（チェックボックス）

※既に項目欄に入力していた場合は、
上書きされます。

※項目数に制限はありません。



フォーム管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

「プレビュー」ボタンをクリックすると別ウィンドウで表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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プレビュー



フォーム管理
4.新規登録_完了画面

これでフォームの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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フォーム管理
5.詳細画面

詳細画面では登録されているフォームの詳細を確認することができます。

「プレビュー」ボタンをクリックすると別ウィンドウで表示されます。
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プレビュー



フォーム管理
6.編集_入力画面

編集_入力画面ではフォームの編集を行います。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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フォーム管理
7.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

「プレビュー」ボタンをクリックすると別ウィンドウで表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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プレビュー



フォーム管理
8.編集_完了画面

これでフォームの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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フォーム管理
9.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているフォームの削除を行うことができます。

「プレビュー」ボタンをクリックすると別ウィンドウで表示されます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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プレビュー



フォーム管理
10.削除_完了画面

これでフォームの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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フォーム管理
11.CSV一覧画面

フォームから入力された情報を受付日一覧から選択しCSVファイルとしてダ
ウンロード、削除することができます。

複数の受付日を選択してダウンロード、削除することができます。
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フォーム管理
12.複製_入力画面

複製_入力画面では登録されているフォームの複製を行うことができます。

「タイトル」・「管理メモ」に情報を入力し、内容を確認後、「確認」ボタンをク
リックし、複製_確認画面へ遷移します。
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※タイトルには複製元フォームのタイトル名+「_コピー」が入力されます。



フォーム管理
13.複製_確認画面

複製_確認画面では、複製_入力画面で入力された内容を確認することが
できます。

内容を確認し、複製する場合は「複製」ボタンをクリックし、複製_完了画面
へ遷移します。
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フォーム管理
14.複製_完了画面

これでフォームの複製は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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フォーム管理
15.選択操作許可変更_入力画面

104

一覧で選択したフォームに対して一括で操作許可を編集することができま
す。

「選択」欄から編集したいフォームのチェックボックスをクリックし、「選択操
作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

選択フォーム_フォーム名の右横に表示されている×のアイコンをクリック
すると選択したフォームを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：フォーム管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：フォーム管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



フォーム管理
16.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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フォーム管理
17.選択操作許可変更_完了画面

これでフォーム情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとフォーム一覧画
面に戻ります。
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フォームカテゴリ管理
1.一覧・検索画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

フォームカテゴリ管理ではフォームを分類付けるための共通のカテゴリを管
理します。一覧・検索ではカテゴリの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するカテゴリが表示されます。

条件に一致するカテゴリが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えるこ
とができます。

各カテゴリの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳
細・編集・削除画面へ遷移します。

カテゴリの新規登録を行うにはフォームカテゴリ管理_一覧画面から「新規
登録」ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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フォームカテゴリ管理
2.新規登録_入力画面

108

新規登録_入力画面ではカテゴリの登録を行います。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：フォームカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：フォームカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。



フォームカテゴリ管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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フォームカテゴリ管理
4.新規登録_完了画面

これでカテゴリの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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フォームカテゴリ管理
5.詳細画面

詳細画面では登録されているカテゴリの詳細を確認することができます。
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フォームカテゴリ管理
6.編集_入力画面

編集_入力画面ではカテゴリの編集を行います。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。

112



フォームカテゴリ管理
7.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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フォームカテゴリ管理
8.編集_完了画面

これでカテゴリの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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フォームカテゴリ管理
9.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているカテゴリの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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フォームカテゴリ管理
10.削除_完了画面

これでフォームカテゴリの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷
移してください。
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フォームカテゴリ管理
11.選択操作許可変更_入力画面

117

一覧で選択したフォームカテゴリに対して一括で操作許可を編集することが
できます。

「選択」欄から編集したいフォームカテゴリのチェックボックスをクリックし、
「選択操作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

選択フォームカテゴリ_フォームカテゴリ名の右横に表示されている×のア
イコンをクリックすると選択したフォームカテゴリを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：フォームカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：フォームカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



フォームカテゴリ管理
12.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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フォームカテゴリ管理
13.選択操作許可変更_完了画面

これでフォームカテゴリ情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとフォームカテゴリ
一覧画面に戻ります。
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スケジュール管理
1.曜日スケジュール一覧画面①

※環境設定管理 (275P参照)のスケジュールモードが曜日スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

曜日スケジュール一覧では曜日スケジュールの管理を行います。一覧画面
では、1週間のスケジュールの管理を行うことができます。

・赤枠の+をクリックすると選択した日時にスケジュール登録ができます。
・既に登録されているスケジュール（赤点線枠）をクリックすると編集（削除）
ができます。
・紫枠の+をクリックすると週内すべての時間にスケジュールを登録できます。
・緑枠の+をクリックすると、1日単位でのスケジュール登録ができます。
・黄枠の+をクリックすると、時間単位でのスケジュール登録ができます。

【スケジュール内のアイコン】
①プレビューアイコン ・・・ 番組のプレビューが表示されます。
②番組詳細アイコン ・・・ 番組の詳細画面が表示されます。

・現在登録されている番組の確認を行うには、左上ウインドウの「現在配信
中の番組一覧」から確認を行います。

スケジュール番組リスト

※スケジュールにマウスカーソルを重ねるとスケジュール詳細が表示さ
れます。スケジュール詳細の再生時間は曜日ごとの再生時間が表示さ
れます。
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スケジュール管理
1.曜日スケジュール一覧画面②

・赤枠のプルダウンで端末ラベルでの端末検索を行うことができます。

・端末名横に表示されている青枠のアイコンは端末に設定されている端末
ラベル色を意味しており、端末ラベルが表示されていない場合は、アイコンも
非表示となります。

現在登録されているスケジュールを確認する場合は、左上ウインドウの端
末毎のラジオボタンをクリックします。

ラジオボタンをクリックすると端末毎でのスケジュール情報が表示されます。

※スケジュールの背景色について
端末ラベル設定あり→設定した端末ラベル色
端末ラベル設定なし→端末毎に割り振られた色（デフォルト）
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スケジュール管理
2.曜日スケジュール登録・編集_入力画面

曜日スケジュール一覧の赤枠の+アイコンもしくは赤点線枠のスケジュール
をクリックするとスケジュール登録（編集）画面が表示されます。

登録（編集）画面では以下情報を入力します。

・番組：番組選択ボタンから番組一覧画面を表示し、番組を選択します。
※番組一覧検索画面(125P参照) 

・配信先：配信先選択ボタンから配信先一覧画面を表示し、配信先を選択し
ます。
※配信先一覧検索画面(126P参照)

・曜日：配信したい曜日を設定します。

・配信開始時間：配信開始時間を設定します。
配信開始時間ぴったりに再生する場合は、「時間ぴったりに再生する」に
チェックをしてください。

※前回と違う番組の場合…次の番組の先頭スライドがぴったりに再生されま
す。
※前回と同じ番組の場合…再生していたスライドの次のスライドがぴったり
に再生されます。
※デジサインSTB4とデジサインStick(MODEL2)のver1.26以降、 STB4L、
STBX4またはデジサインBOXから使用できる機能となります。

・配信終了時間：配信終了時間を設定します。

・番組差し込み許可設定：“番組の差し込み許可をしない”に設定すると番組
を登録したユーザより下位権限のユーザは同時刻に番組を登録することは
できません。

・指定した期間の重複スケジュールを上書きする：
選択した場合、登録する期間内（同時刻）に重複するスケジュールがあれ

ば入力したスケジュールで上書き登録します。
選択しない場合、登録する期間内(同時刻)に重複するスケジュールがあれ

ばその部分は上書きを行わず、重複スケジュールがない部分のみ入力した
スケジュールを登録します。

スケジュール登録（編集）画面
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スケジュール管理
3.曜日スケジュール登録・編集_確認画面

登録・編集_確認画面では入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正する」ボタンをクリックし入力画面へ
遷移します。

登録する場合は「登録する」ボタンをクリックし、完了画面へ遷移します。
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スケジュール管理
4.曜日スケジュール登録・編集_完了画面

これで曜日スケジュールの登録（編集）は完了しました。

閉じるボタンをクリックすると曜日スケジュール画面が表示されます。（時間
が経過すると自動的に完了画面が閉じます）
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スケジュール管理
5.番組一覧検索画面

番組一覧検索では番組の一覧・検索を行い、スケジュールに設定する番組
を選択することができます。

番組のタイトルリンクをクリックすると、選択した番組に登録された素材を順
番に表示・再生します。

各素材のサムネイル画像をクリックすると、選択した素材を別ウィンドウで
表示します。（動画の場合は自動再生されます。）

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、「検索」ボタンをクリックすると条件に一致する番組が表示されます。

条件に一致する番組が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示されます。リンクをクリックするとページを切り換えることができます。

各番組の操作項目に表示されている「選択」ボタンをクリックすると、スケジ
ュール登録画面へ遷移し選択した番組が設定されます。
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スケジュール管理
6.配信先一覧検索画面

配信先一覧検索では配信先の一覧・検索を行い、選択することができます。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、「検索」ボタンをクリックすると条件に一致する配信先が表示されます。

条件に一致する番組が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示され、このリンクをクリックする事によって表示するページを切り換え
ることができます。

配信したい端末のチェックボックスにチェックを入れて「設定」ボタンをクリッ
クすると、スケジュール登録画面へ遷移し選択した配信先が設定されます。
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スケジュール管理
7.電源ON/OFF制御スケジュール

STB2及びSTB3を使用されている場合に、接続しているディスプレイの電源
を時間に合わせてON/OFF制御するスケジュールを設定できます。

電源制御用のスケジュールは、帯のタイトル部分の背景色がONは緑色、
OFFは橙色で表示されます。

番組スケジュールと同様に、スケジュールの赤枠をクリックすることで新規
入力の画面が、青枠部分をクリックすることで編集や削除を行う画面が表示
されます。

また、スケジュール左側の黄色枠をクリックすることでも登録画面を表示可
能です。ただし、スケジュール上部の緑枠と紫枠からは番組スケジュール登
録画面のみ表示されます。
※月間スケジュール一覧画面からは登録ができません。
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スケジュール管理
8.電源ON/OFF制御スケジュール_登録①

※環境設定管理(P287参照)のスケジュールモードが曜日スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

STB2及びSTB3を使用されている場合に番組スケジュール登録画面の上
部にタブが追加されて、番組スケジュール登録画面と電源制御スケジュール
登録画面を切り替えることができます。

電源のON/OFF制御を行いたい端末・時間・曜日と、ON/OFFどちらを実行
させたいか設定することができます。

この設定はSTB2・STB3にのみ有効です。また、STBとHDMIケーブルで繋
がっているディスプレイがHDMI-CEC規格に対応している必要があります。
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スケジュール管理
8.電源ON/OFF制御スケジュール_登録②

※環境設定管理(P287参照)のスケジュールモードが日付スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

STB2及びSTB3を使用されている場合に番組スケジュール登録画面の上
部にタブが追加されて、番組スケジュール登録画面と電源制御スケジュール
登録画面を切り替えることができます。

電源のON/OFF制御を行いたい期間・曜日・端末・時間と、ON/OFFどちら
を実行させたいか設定することができます。

この設定はSTB2・STB3にのみ有効です。また、STBとHDMIケーブルで繋
がっているディスプレイがHDMI-CEC規格に対応している必要があります。
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スケジュール管理
9.電源ON/OFF制御スケジュール_編集・削除①

※環境設定管理(P287参照)のスケジュールモードが曜日スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

電源制御スケジュールの編集画面では、電源制御スケジュールの編集・削
除ができます。

番組スケジュールと同様に、スケジュール登録時に複数の端末や曜日をま
とめて登録している場合、それら全スケジュールに対して変更を行います。

また削除を行う場合も同様に、複数の曜日や端末をまとめて登録している
場合、それら全てのスケジュールを削除します。

※「表示端末のみ削除する」は一覧画面で表示されている端末のみの電源
制御スケジュールを削除します。
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スケジュール管理
9.電源ON/OFF制御スケジュール_編集・削除②

※環境設定管理(P287参照)のスケジュールモードが日付スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

日付スケジュールを使用している場合は電源制御スケジュール編集画面
の上部にタブが追加され、編集画面と削除画面を切り替えることができます。

番組スケジュールと同様に、スケジュール登録時に複数の端末や期間をま
とめて登録している場合、それら全スケジュールに対して変更を行います。

また削除を行う場合も同様に、複数の期間や端末をまとめて登録している
場合、それら全てのスケジュールを削除します。

※「表示端末のみ削除する」は一覧画面で表示されている端末のみの電源
制御スケジュールを削除します。

編集画面

削除画面
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スケジュール管理
10.日付スケジュール一覧画面①

※環境設定管理 (287P参照)のスケジュールモードが日付スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

日付スケジュール一覧では日付スケジュールの管理を行います。一覧画面
では、前年の1月1日～3年後の12月31日までのスケジュールの管理を行う
ことができます。

・赤枠の+をクリックすると選択した日時にスケジュール登録ができます。

・既に登録されているスケジュール（赤点線枠）をクリックすると編集（削除）
ができます。
・紫枠の+をクリックすると週内すべての時間にスケジュールを登録できます。
・緑枠の+をクリックすると、1日単位でのスケジュール登録ができます。
・黄枠の+をクリックすると、時間単位でのスケジュール登録ができます。

【スケジュール内のアイコン】
①プレビューアイコン ・・・ 番組のプレビューが表示されます。
②番組詳細アイコン ・・・ 番組の詳細画面が表示されます。

登録されているスケジュールの確認を行うには、左上ウインドウの「配信予
定一覧」から確認を行います。

配信予定一覧では配信中、もしくは配信予定のスケジュールを確認でき、
期間リンクを選択することでスケジュールの編集・削除を行うことができます。

また、配信済み一覧画面では、過去に配信されたスケジュールが確認でき、
期間リンクを選択することでスケジュールの削除を行うことができます。

スケジュールにマウスカーソルを重ねるとスケジュール詳細が表示されま
す。スケジュール詳細の再生時間は曜日ごとの再生時間が表示されます。

配信予定一覧
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スケジュール管理
10.日付スケジュール一覧画面②

赤枠のプルダウンで端末ラベルでの端末検索を行うことができます。

端末名横に表示されている青枠のアイコンは端末に設定されている端末ラ
ベル色を意味しており、端末ラベルが表示されていない場合は、アイコンも非
表示となります。

現在登録されているスケジュールを確認する場合は、左上ウインドウの端
末毎のラジオボタンをクリックします。

ラジオボタンをクリックすると端末毎でのスケジュール情報が表示されます。

※スケジュールの背景色について
端末ラベル設定あり→設定した端末ラベル色
端末ラベル設定なし→灰色（デフォルト）
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スケジュール管理
11.月間スケジュール一覧画面

※環境設定管理 (287P参照)のスケジュールモードが日付スケジュールを使
用するに設定されている場合この画面が表示されます。

・月間スケジュール一覧では月間スケジュールの管理を行います。
一覧画面では、現在日以降のスケジュールの管理を行うことができます。

・緑点線枠のヘルプアイコンをクリックすると「月間でスケジュールを管理す
る」についての説明画面が別ウィンドウで表示されます。
・赤枠の+アイコンをクリックすると選択した日時にスケジュール登録ができま
す。

・既に登録されているスケジュール（赤点線枠）をクリックすると編集（削除）
ができます。
・紫枠の+アイコンをクリックすると月内すべての時間にスケジュールを登録
できます。
・緑枠の+アイコンをクリックすると、曜日単位でのスケジュール登録ができま
す。
・黄枠の+アイコンをクリックすると、週単位でのスケジュール登録ができます。
・黄枠の+アイコン以外の部分をクリックすると選択した週の日付スケジュー
ル一覧画面が表示されます。

・橙枠のアイコンをクリックすると番組のプレビューが表示されます。

・現在日以前のスケジュール登録・編集はできません。

※青枠で囲まれている画面の操作方法はP124、125を参照 ※スケジュールにマウスカーソルを重ねるとスケジュール詳細が表示されます。（スケジュール詳細
の再生時間は曜日ごとの再生時間が表示されます）
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スケジュール管理
12.日付スケジュール登録_入力画面

日付スケジュール一覧、月間スケジュール一覧の赤枠の+アイコンもしくは

赤点線枠のスケジュールをクリックするとスケジュール登録画面が表示され
ます。

現在日以前のスケジュール登録はできません。

登録画面では以下情報を入力します。

・期間：配信したい年月日を設定します。
・曜日：配信したい曜日を設定します。
・番組：番組選択ボタンから番組一覧画面を表示し、番組を選択します。
※番組一覧検索画面 (125P 参照)

・配信先：配信先選択ボタンから配信先一覧画面を表示し、配信先を選択し
ます。
※配信先一覧検索画面(126P 参照)

・配信開始時間：配信開始時間を設定します。
配信開始時間ぴったりに再生する※場合は、「時間ぴったりに再生する」に
チェックをしてください。

※前回と違う番組の場合…次の番組の先頭スライドがぴったりに再生されま
す。
※前回と同じ番組の場合…再生していたスライドの次のスライドがぴったり
に再生されます。
※デジサインSTB4とデジサインStick(MODEL2)のver1.26以降、STB4L、
STBX4またはデジサインBOXから使用できる機能となります。

・配信終了時間：配信終了時間を設定します。

・指定した期間の重複スケジュールを上書きする：

選択した場合、登録する期間内（同時刻）に重複するスケジュールがあれ
ば入力したスケジュールで上書き登録します。

選択しない場合、登録する期間内(同時刻)に重複するスケジュールがあれ
ばその部分は上書きを行わず、重複スケジュールがない部分のみ入力した
スケジュールを登録します。

電源ON/OFFスケジュールの登録条件については「7.電源ON/OFF制御ス
ケジュール」をご参照ください。

スケジュール登録画面

日付スケジュール登録画面
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スケジュール管理
13.日付スケジュール登録_確認画面

登録_確認画面では入力画面で入力された内容を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正する」ボタンをクリックし入力画面へ
遷移します。

登録する場合は「登録する」ボタンをクリックし、完了画面へ遷移します。
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14.日付スケジュール登録_完了画面

これで日付スケジュールの登録は完了しました。

閉じるボタンをクリックすると日付スケジュール画面が表示されます。（時間
が経過すると自動的に完了画面が閉じます）
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スケジュール管理
15.日付スケジュール編集_入力画面

日付スケジュール一覧の赤枠内をクリックすると日付スケジュール編集・削
除画面が表示されます。

編集タブを選択すると日付スケジュールの編集をおこないます。現在日以
前のスケジュール編集はできません。

編集画面では以下情報を入力します。

・期間：配信したい年月日を設定します。

・曜日：配信したい曜日を設定します。

・番組：番組選択ボタンから番組一覧画面を表示し、番組を選択します。
※番組一覧検索画面 (125P参照)

・配信先：配信先選択ボタンから配信先一覧画面を表示し、配信先を選択し
ます。
※配信先一覧検索画面(126P参照)

・配信開始時間：配信開始時間を設定します。
配信開始時間ぴったりに再生する※場合は、「時間ぴったりに再生する」に
チェックをしてください。
※デジサインSTB4とデジサインStick(MODEL2)のver1.26以降、 STB4L、
STBX4またはデジサインBOXから使用できる機能となります。

・配信終了時間：配信終了時間を設定します。

・指定した期間の重複スケジュールを上書きする：

選択した場合、登録する期間内（同時刻）に重複するスケジュールがあれば
入力したスケジュールで上書き登録します。

選択しない場合、登録する期間内(同時刻)に重複するスケジュールがあれ
ばその部分は上書きを行わず、重複スケジュールがない部分のみ入力した
スケジュールを登録します。

スケジュール編集画面
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16.日付スケジュール編集_確認画面

編集_確認画面では入力画面で入力された内容を確認することができます。

変更した箇所は黄色文字で表示されます。

配信先を削除した場合は削除した配信先として表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正する」ボタンをクリックし入力画面へ
遷移します。

更新する場合は「更新する」ボタンをクリックし、完了画面へ遷移します。
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17.日付スケジュール編集_完了画面

これで日付スケジュールの編集は完了しました。

閉じるボタンをクリックすると日付スケジュール画面が表示されます。（時間
が経過すると自動的に完了画面が閉じます）
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スケジュール管理
18.日付スケジュール削除_入力画面

日付スケジュール一覧の赤枠内をクリックすると日付スケジュール編集・削
除画面が表示されます。

削除タブを選択すると日付スケジュールの削除をおこないます。

削除する、表示端末のみ削除するボタンをクリックすると削除確認画面が
表示されます。

※「表示端末のみ削除する」は一覧画面で表示されている端末のみのスケ
ジュールを削除します。

スケジュール編集画面
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19.日付スケジュール削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているスケジュールの削除を行うことができま
す。

内容を確認し、削除する場合は「削除する」ボタンをクリックし、削除_完了
画面へ遷移します。

表示端末のみを削除する

削除する
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20.日付スケジュール削除_完了画面

これで日付スケジュールの削除は完了しました。

閉じるボタンをクリックすると日付スケジュール画面が表示されます。（時間
が経過すると自動的に完了画面が閉じます）
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21.1分単位スケジュールの登録

曜日、日付スケジュールにて、1分単位でスケジュールの登録をすることがで
きます。

環境設定管理 (287P参照)のスケジュールモードで「1分単位スケジュールを
使用する」にチェックが入れることで使用可能となります。

この機能を有効にすると、スケジュール登録、編集画面の「配信開始時間」
「配信終了時間」の分のプルダウンが0~59まで選択することができるように
なります。

1分単位スケジュールは、デジサインSTB4とデジサインStick(MODEL2)の
ver1.26以降、STB4L、STBX4またはデジサインBOXが使用できる機能とな
ります。
配信先にそれら以外の端末が選択されている場合、1分単位スケジュールは
使用できず、「配信開始時間」「配信終了時間」の分のプルダウンが0と30の
み選択できるよう変更されます。
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デジサインSTB4、デジサインStick(MODEL2) 、STB4L、 STBX4、デジサインBOXではない
端末が選択されている場合



スケジュール管理
22.1分単位スケジュールの表示①

1分単位スケジュールを使用した場合でも、スケジュール画面での表示は30分単位のメモリで表示されます。

表示方法のパターンは以下の通り
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（2）終了時間が目盛の間で終了する場合
⇒終了時間を直後の目盛までスケジュールを表示されます。

（1）開始時間が目盛の間から開始する場合
⇒開始時間を直前の目盛からスケジュールを表示されます。

（3）30分以内に複数の番組が混在する場合
⇒30分単位の目盛内にスケジュールが混在している場合、スケジュールに拡大マークが表示されます。
このスケジュールにマウスオーバすると、ウィンドウで存在している番組一覧を表示します。
この場合、スケジュールが該当する時間帯の拡大表示をすることができます(138P参照)

拡大マーク

スケジュールが
13:00から表示
されます

スケジュールが
13:30まで表示
されます

実際の
スケジ
ュール

実際の
スケジ
ュール



スケジュール管理
22.1分単位スケジュールの表示②

拡大マークが表示されているスケジュールにマウスアイコンを乗せると、拡大アイコンに変更され、クリックすると該当する30分が拡大され、1分単位でスケジュールが
表示されます。
他の30分単位の目盛を拡大させた場合は、拡大中の目盛は縮小され、指定した目盛が拡大されます。
拡大中のメモリにマウスアイコンを合わせると、マウスアイコンが縮小アイコンに変更され、クリックすると縮小されます。
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スケジュール管理
22.1分単位スケジュールの表示③

スケジュールが登録されている時間帯に隙間がある場合、隙間があることを示すアイコンが表示されます。
このアイコンが表示されている時間帯には、スケジュール再生がされない時間がありますので、ご注意ください。
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番組A(終了時刻が2:28)と番組B (開
始時刻が2:30)の間に、番組Aが登録
されている時間帯側に隙間が存在するた
め、隙間アイコンが番組Aが登録されてい
る時間帯に表示されます。
この場合、 2:28から2:30までスケジュー
ル再生がされません。

番組A(終了時刻が2:30)と番組B (開
始時刻が2:32)の間に、番組Bが登録
されている時間帯側に隙間が存在するた
め、隙間アイコンが番組Bが登録されてい
る時間帯に表示されます。
この場合、 2:30から2:32までスケジュー
ル再生がされません。

番組A(終了時刻が2:28)と番組B (開
始時刻が2:32)の間に、番組Ａと番組
Bが登録されている時間帯両方に隙間
が存在するため、隙間アイコンが番組Ａ
と番組Bが登録されている両方の時間
帯に表示されます。
この場合、 2:28から2:32までスケジュー
ル再生がされません。

番組Aの開始時間が2:11で、直前にス
ケジュールが存在しない場合、2:00から
2:11の間、隙間が存在するため、
2:00~2:30の時間帯に隙間アイコンが
表示されます。

番組Aの終了時間が3:23で、直後にス
ケジュールが存在しない場合、3:23から
3:30の間、隙間が存在するため、
3:00~3:30の時間帯に隙間アイコンが
表示されます。

スケジュールが連続して存在しない場合 スケジュールが連続して存在する場合



機器設定
1.機器設定一覧①

機器設定では機器毎のグループ設定やラベル設定、ログの参照、監視設
定を行います。

スケジュール一覧をクリックすると、スケジュール管理画面へ遷移します。

「配信グループ管理」ボタンをクリックすると、配信グループ管理に遷移しま
す。

「ラベル管理」ボタンをクリックすると、ラベル管理に遷移します。

機器設定一覧では一覧表示・検索を行うことができます。検索条件を指定
し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する機器が表示されます。（表示
件数はトップ階層の配信端末が基準になっております）

一覧の「操作」項目に表示されている設定ボタンをクリックすると配信端末
の設定変更画面へ遷移します。（配信サーバ・STBの名称変更、ファームウ
ェアバージョン確認ができます。P177~P188参照）

ログ参照ボタンをクリックすると配信端末の素材や番組等の通信状況が確
認できます。

「状態」項目に表示されているアイコンは各機器の状態を表しております。
動：正常稼働
停：機器停止
未：監視機能未対応
未認証：アクティベーション認証がされていない端末

次ページに続きます。

監視通知OFF状態

監視通知ON状態

※監視項目のONボタンをクリックする

と監視メールを通知できます。ただし、
ユーザ管理画面(P259参照)で、監視

する配信サーバ・メールアドレスを設
定する必要があります。
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機器設定
2.機器設定一覧②

一覧右上の「端末情報登録」ボタンをクリックすると、端末情報の登録画面
に遷移し、再生端末をサーバに登録することができます。

「端末情報CSVエクスポート」ボタンをクリックすると一覧に表示されている
端末の情報をCSVで出力します。CSV情報を書き換えることで、端末情報登
録画面のCSVインポート時に使用して各端末情報を変更することも可能です。
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機器設定
3.配信グループ設定・ラベル設定・端末削除

配信グループ設定では配信端末の配信グループの設定を行います。

■配信グループの設定方法
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②配信グループ設定ボタンをクリックし配信グループ選択画面を表示します。
③配信グループの選択を行い設定ボタンをクリックすると配信グループが設
定されます。
※配信サーバ（LANDISK（NAS)等）にSTBが紐づいている場合、STBのみグ
ループを設定することはできません。

ラベル設定では配信端末のラベルの設定を行います。

■ラベルの設定方法
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②ラベル設定ボタンをクリックしラベル選択画面を表示します。
③ラベルの選択を行い設定ボタンをクリックするとラベルが設定されます。
※配信サーバ（LANDISK（NAS)等）にSTBが紐づいている場合、配信サーバ
のみラベルを設定することはできません。

端末削除では配信端末の削除を行います。

■削除方法
①削除したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②端末削除ボタンをクリックし端末削除画面を表示します。

③選択端末の確認を行い削除ボタンをクリックすると端末が削除されます。

①

②

③
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機器設定
3.配信グループ設定・アクティベーション解除

アクティベーション解除デジサインTab端末でのみ使用できる機能です。

アクティベーション解除ではアクティベーション認証をした端末の認証の解
除を行います。

■アクティベーション解除
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②アクティベーション解除ボタンをクリックし認証解除画面を表示します。
③選択端末の確認を行いアクティベーション解除ボタンをクリックすると認証
が解除されます。

①

③

②
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機器設定
3.配信グループ設定・起動画面設定

デジサインSTB4及びデジサインStick(MODEL2)端末のver1.25以降、
STB4L、STBX4またはデジサインBOXでのみ使用できる機能です。

起動画面設定では端末起動時に表示させるコンテンツを設定することがで
きます。

■起動画面設定
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②起動画面設定ボタンをクリックし起動画面設定画面を表示します。
③素材から起動画面を選択ボタンをクリックし、素材一覧検索画面から、起
動画面に設定する素材を選びます。

選択できる素材種別は「画像」のみとなります。
④起動画面に設定する素材を一覧左端のチェックボックスから選択します。
⑤選択ボタンをクリックします。
⑥設定ボタンをクリックし、起動画面を設定します。

※素材を選択せず設定ボタンを押した場合、起動画面コンテンツは外されま
す。

①

③

②
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機器設定
3.配信グループ設定・待機画面設定

デジサインSTB4及びデジサインStick(MODEL2)端末のver1.25以降、
STB4L、STBX4またはデジサインBOXでのみ使用できる機能です。

待機画面設定では再生できる番組がないときに表示するコンテンツを設定
することができます。

■待機画面設定
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②待機画面設定ボタンをクリックし待機画面設定画面を表示します。
③素材から待機画面を選択ボタンをクリックし、素材一覧検索画面から、待機
画面に設定する素材を選びます。

選択できる素材種別は「画像」「動画（mp4、mov）」のみとなります。
④待機画面に設定する素材を一覧左端のチェックボックスから選択します。
⑤選択ボタンをクリックします。
⑥待機画面を表示する際、以下のメッセージの非表示設定を選択します。

・スケジュールがありません ・・・

・番組がありません ・・・

・コンテンツがありません ・・・

⑦設定ボタンをクリックし、待機画面を設定します。
⑧メッセージ表示のみ設定した場合は、「メッセージ表示のみ設定」ボタンを

クリックしてください。

※素材を選択せず設定ボタンを押した場合、起動画面コンテンツは外されま
す。

①

③

②
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④

⑤

⑦

⑥

⑧

再生当日のスケジュールデータが同期さ
れていないときに表示されます
再生する番組が設定されていないときに
表示されます
内部フォルダに再生するコンテンツが存在
しないときに表示されます。



機器設定
3.配信グループ設定・スケジュール再生継続設定

デジサインSTB4及びデジサインStick(MODEL2)端末のver1.25以降、
STB4L、STBX4またはデジサインBOXでのみ使用できる機能です。

スケジュール再生継続設定では当日のスケジュールデータが同期されてい
ない場合の動作の設定をすることができます。

■スケジュール再生継続設定
①設定したい配信端末を一覧左端のチェックボックスから選択します。
②スケジュール再生継続設定ボタンをクリックしスケジュール再生継続設定画
面を表示します。
③スケジュール再生継続設定を選択します。
④設定ボタンをクリックし、スケジュール再生継続画面を設定します。

③
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機器設定
3.配信グループ設定・端末設定一覧

端末設定タブをクリックすると、端末ごとの起動画面、待機画面、スケジュー
ル再生継続設定内容の一覧を確認することができます。

また待機画面設定にて、メッセージを表示しない設定にした場合、待機画面設
定内容が黄色文字で表示されます。
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機器設定
4.端末情報登録 入力画面

端末情報登録では事前にサーバに端末情報を作成することができます。

事前に作成することで、アーカイブや番組スケジュールを機器認証後に都
度設定する必要がなくなります。

事前に作成した端末には16桁のアクティベーションキーが割り振られ、通
常の認証ID・パスワードの代わりに実際の機器に入力することで端末情報

と紐付けることができます。（デジサインTabを登録した場合のみアクティベ
ーションキーが割り振られます ）

登録方法をCSV一括登録にすることで、CSVを使用して一度に多数の端
末情報を登録することができます。

CSVのフォーマットは、画面右上のCSV雛形ダウンロードよりダウンロー
ドしてください。

機器設定画面の端末情報CSVエクスポートで出力されたCSVファイルも
使用することができ、端末ID、端末種別以外を書き換えることで、既存の端
末情報の一括編集も行えます。
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機器設定
5.端末情報登録 確認画面

登録確認画面では入力画面で入力された内容を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正する」ボタンをクリックし入力画面
へ遷移します。

登録する場合は「登録する」ボタンをクリックし、完了画面へ遷移します。

CSV一括登録の場合、確認画面では新規登録件数・更新件数が確認で
きます。

変更したい場合は「再選択」ボタン、登録を行う場合は「CSVインポート」
ボタンをクリックしてください。
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機器設定
6.端末情報登録 完了画面

これで端末の登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくださ
い。
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配信グループ管理
1.一覧・検索画面

配信グループ管理では配信サーバを分類付けるためのグループを管理し
ます。

機器設定画面右上の配信グループ管理ボタンから表示されます。一覧・検
索では配信グループの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するグループが表示されます。

条件に一致するグループが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページが切り換わりま
す。

各グループの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると編
集・削除画面へ遷移します。

グループの新規登録を行うには「新規登録」ボタンをクリックし、新規登録_

入力画面へ遷移します。
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配信グループ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面では配信グループの登録を行います。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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配信グループ管理
3．新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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配信グループ管理
4.新規登録_完了画面

これで配信グループの新規登録は完了しました。閉じるボタンをクリックす
ると機器設定画面に戻ります。
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配信グループ管理
5.編集_入力画面

編集_入力画面では配信グループの編集を行います。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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配信グループ管理
6.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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配信グループ管理
7.編集_完了画面

これで配信グループの編集は完了しました。閉じるボタンをクリックすると機
器設定画面に戻ります。
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配信グループ管理
8.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されている配信グループの削除を行うことができ
ます。

なお、配信端末が登録されているグループは削除はできません。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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配信グループ管理
9.削除_完了画面

これで配信グループの削除は完了しました。閉じるボタンをクリックすると機
器設定画面に戻ります。
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ラベル管理
1.一覧・検索画面

ラベル管理では配信端末を分類付けるためのラベルを管理します。

機器設定画面右上の配信ラベル管理ボタンから表示されます。一覧・検索
ではラベルの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するラベルが表示されます。

条件に一致するラベルが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリ
ンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページが切り換わります。

各ラベルの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると編集・
削除画面へ遷移します。
※統括管理機能で作成した素材ラベルの編集・削除は行えません。

ラベルの新規登録を行うには「新規登録」ボタンをクリックし、新規登録_入
力画面へ遷移します。
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ラベル管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではラベルの登録を行います。

ラベル色は選択ボタンから色を選択します。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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ラベル管理
3．新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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ラベル管理
4.新規登録_完了画面

これでラベルの新規登録は完了しました。閉じるボタンをクリックすると機器
設定画面に戻ります。
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ラベル管理
5.編集_入力画面

編集_入力画面ではラベルの編集を行います。

ラベル色は選択ボタンから色を選択します。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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ラベル管理
6.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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ラベル管理
7.編集_完了画面

これでラベルの編集は完了しました。閉じるボタンをクリックすると機器設定
画面に戻ります。
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ラベル管理
8.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているラベルの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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ラベル管理
9.削除_完了画面

これでラベルの削除は完了しました。閉じるボタンをクリックすると機器設定
画面に戻ります。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（iPad））
1.編集_入力画面

編集_入力画面では配信サーバの編集を行います。

【環境設定】
赤枠の「環境設定」はデジサインTab （iPad）ユーザに対してのみ表示され

る機能となります。
■再生タイプ：
・スケジュール再生：スケジュールに登録されている素材が再生されます。
・アーカイブ再生：アーカイブリストに登録されている素材が再生されます。

・インタラクティブ再生：アーカイブ再生中にタップされるとスケジュール再生
を行い、スケジュール再生中にタップされるとアーカイブ再生されます。

■インタラクティブ再生切り替え時間：アーカイブリスト画面で設定した時間
（秒）でスケジュール再生を行います。
■同期設定：タブレット端末とサーバの通信間隔を設定します。
※設定していない場合はタブレット端末側で設定している値が優先されます。

■ペアリング設定：ペアリングの招待を受けた際の挙動を設定します。自動
受付→招待を受けると自動的にペアリングに参加します 確認受付→招待を
受けると参加確認ダイアログを表示します 受付拒否→招待を受け付けませ
ん

■端末メニュー管理パスワード：設定している場合、タブレット端末のメニュー
を表示するときにパスワードを求められます。この画面の設定を有効にする
場合は「端末の設定に従う」のチェックを外してください。
■外部アーカイブURL：アーカイブ再生したときに設定したURL先を表示しま

す。この画面の設定を有効にする場合は「端末の設定に従う」のチェックを外
してください。
■3G環境通信同期許可設定：タブレット端末側が３G環境通信だった場合の
同期を許可するか設定します。

■バックグラウンド同期設定：タブレット端末側でのバックグラウンド同期を許
可するか設定します。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（iPad））
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（iPad））
3.編集_完了画面

これで配信サーバの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（Windows））
1.編集_入力画面

編集_入力画面では配信サーバの編集を行います。

【環境設定】
赤枠の「環境設定」はデジサインTabユーザに対してのみ表示される機能と

なります。
■再生タイプ：
・スケジュール再生：スケジュールに登録されている素材が再生されます。
・アーカイブ再生：アーカイブリストに登録されている素材が再生されます。

・インタラクティブ再生：アーカイブ再生中にタップされるとスケジュール再生
を行い、スケジュール再生中にタップされるとアーカイブ再生されます。

■インタラクティブ再生切り替え時間：アーカイブリスト画面で設定した時間
（秒）でスケジュール再生を行います。
■同期設定：タブレット端末とサーバの通信間隔を設定します。
※設定していない場合はタブレット端末側で設定している値が優先されます。

■ペアリング設定：ペアリングの招待を受けた際の挙動を設定します。自動
受付→招待を受けると自動的にペアリングに参加します 確認受付→招待を
受けると参加確認ダイアログを表示します 受付拒否→招待を受け付けませ
ん

■端末メニュー管理パスワード：設定している場合、タブレット端末のメニュー
を表示するときにパスワードを求められます。この画面の設定を有効にする
場合は「端末の設定に従う」のチェックを外してください。
■外部アーカイブURL：アーカイブ再生したときに設定したURL先を表示しま

す。この画面の設定を有効にする場合は「端末の設定に従う」のチェックを外
してください。
■コンテンツ同期方法：コンテンツ同期時のデータの取得方法を設定します。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（Windows））
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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配信サーバ管理 （デジサインTab（Windows））
3.編集_完了画面

これで配信サーバの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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配信サーバ管理（STB4、Stick(MODEL2) 、STB4L、STBX4、BOX）
1.編集_入力画面

編集_入力画面では配信STB4の編集を行います。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。

【配信サーバ】
■配信サーバID：STBのIDです。
■配信サーババージョン：STBのバージョンです。
■配信サーバシリアルナンバー：STBのシリアルナンバーです。

【配信グループ情報】
全ユーザーに対して表示される、配信グループに関する項目です。

【STB設定情報】
STB4、Stick(MODEL2) 、STB4L、STBX4、BOXユーザに対してのみ表示

される機能となります。
■リフレッシュ設定： STB4、 STB4L、STBX4、BOXにのみ表示される項目
です。
STB4の再起動/シャットダウンする時間を設定します。

以下の項目は、デジサインBOXをご利用のユーザーは表示されません。

■リモート接続(VNC) ：リモート接続機能の有効無効を設定します。
■ディスク保護：ディスク保護の有効無効を設定します。
■ Windows Defender： Windows Defenderの有効無効を設定します。
■内部フォルダ設定：内部フォルダの各種設定を行います。

・機能の有効無効・・・内部フォルダコンテンツ一括再生機能の有効無効を
設定します。無効の場合、内部フォルダへのアクセスができなくなります。

・syncユーザでアクセスする・・・共有フォルダ番組更新でアクセスするユー
ザで、内部フォルダにアクセスするかを設定します。

・ユーザ名・・・内部フォルダへアクセスするユーザ名を設定します。
「syncユーザでアクセスする。」に設定する場合、設定する必要はありま
せん

・パスワード・・・内部フォルダへアクセスするパスワードを設定します。
「syncユーザでアクセスする。」に設定する場合、設定する必要はありま
せん

・同期間隔・・・内部フォルダに保存したコンテンツの同期間隔を設定します。 183



配信サーバ管理（STB4、Stick(MODEL2) 、STB4L、STBX4、BOX）
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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配信サーバ管理（STB4、Stick(MODEL2) 、STB4L、STBX4、BOX）
3.編集_完了画面

これで配信STB4 の編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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配信サーバ管理（STB）
1.編集_入力画面

編集_入力画面では配信STBの編集を行います。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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配信サーバ管理（STB）
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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配信サーバ管理（STB）
3.編集_完了画面

これで配信STB の編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移して
ください。

188



通信状況管理
1.詳細画面

詳細画面では登録されているグループの通信状況詳細を確認することが
できます。

通信制御項目が「行う」の場合は「通信を行わない」ボタン、通信制御項目
が「行わない」の場合は「通信を行う」ボタンがそれぞれ表示されます。

通信制御を変更させるには「通信を行う」・「通信を行わない」ボタンをクリッ
クします。

同期を開始させるには「同期命令」ボタンをクリックします。

※同期は自動で実行されますので、基本的に「同期命令」ボタンは操作しま
せん。

クリック後、同期開始予定になり通信ステータスが変更されます。また、通
信制御項目が「行わない」になっていたり、通信許可時間外の場合は変更さ
れません。

通信を中断させるには「中断命令」ボタンをクリックします。クリック後、未通
信以外のグループは同期中断し、通信ステータスが変更されます。

配信サーバとの同期された情報をリセットするには「同期情報リセット」ボタ
ンをクリックします。

同期情報をリセット後は、必要なファイルを全て始めからダウンロードしま
す。
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アーカイブ管理
1.アーカイブ一覧画面

アーカイブにコンテンツを登録しておくことで任意のタイミングでコンテンツを
再生することができます。また、アーカイブのコンテンツの再生には配信スケ
ジュールの登録は必要ありません。

アーカイブ一覧ではリストの並び順の変更、作成、削除することができます。

「並び順優先度」のテキストボックスに数字を入力すると、入力した数字に合
わせてリストが昇順に並び替えられます。

タイトルのリンクをクリックするとアーカイブリストの編集画面に遷移します。

「削除」ボタンをクリックするとアーカイブリストの削除確認画面に遷移しま
す。

リストの作成を行うには「リストの作成」ボタンをクリックします。
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アーカイブ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではアーカイブの登録を行います。

■配信先一覧
「配信先選択」ボタンをクリックすると配信先一覧が表示されます。
配信先一覧画面で一覧左端のチェックボックスをクリックし「選択」ボタンを

クリックします。

■コンテンツ一覧
コンテンツは一度に複数登録することができます。複数登録する場合は、

「追加」ボタンをクリックすると項目が追加されます。

コンテンツを選択するには「選択」ボタンをクリックします。「選択」ボタンをク
リックし素材の一覧から登録するコンテンツを選択します。

「並び順」には再生順の番号を入力します。また、項目を削除する場合は削
除したい項目の「削除」ボタンをクリックすることで項目が削除されます。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登録
_確認画面が表示されます。

※追加できるコンテンツは3000件までです。

※サイズの大きいコンテンツを選択するとダウンロードに時間がかかること
があります。ダウンロード処理時間の計算式は下記になります。
例：）0:00-5:00までダウンロード時間と仮定します。
6Mbpsの場合(bps：通信速度)
13,500MB = 6Mbps(※1)/8bit*5h*60m*60s
※1、グループ数分同時配信時の通信速度です。
※NAS・サーバ側の処理時間がある為、上記とは多少前後します。

配信先一覧 コンテンツ一覧
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アーカイブ管理
3.新規登録_入力画面（デジサインTabユーザ）

デジサインTabユーザの場合、コンテンツ一覧の表示が異なります。コンテ
ンツ一覧はアーカイブカテゴリ別に表示されます。

■コンテンツ一覧
コンテンツは一度に複数登録することができます。複数登録する場合は、

「追加」ボタンをクリックすると項目が追加されます。

コンテンツを選択するには「選択」ボタンをクリックします。「選択」ボタンをク
リックし素材の一覧から登録するコンテンツを選択します。

「フォーム」はフォーム管理で作成したフォームを登録します。
※フォームを選択したアーカイブリストをSTBに配信しても再生に影響はござ
いません。

「選択」ボタンをクリックしフォームの一覧から登録するフォームを選択しま
す。

「並び順」には再生順の番号を入力します。また、項目を削除する場合は削
除したい項目の「削除」ボタンをクリックすることで項目が削除されます。

コンテンツ一覧を変更した場合は「入力確認」ボタンをクリックし、「リストに
反映」ボタンをクリックし反映して下さい。

■アーカイブリスト登録：アーカイブのリスト名を入力します。
既に登録されているリスト名での登録はできません。

■操作許可：（6．下位アカウントへの操作許可参照）
新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登録

_確認画面が表示されます。

※サイズの大きいコンテンツを選択するとダウンロードに時間がかかること
があります。ダウンロード処理時間の計算式は下記になります。
例：）0:00-5:00までダウンロード時間と仮定します。
6Mbpsの場合(bps：通信速度)
13,500MB = 6Mbps(※1)/8bit*5h*60m*60s
※1、グループ数分同時配信時の通信速度です。
※NAS・サーバ側の処理時間がある為、上記とは多少前後します。

コンテンツ一覧（素材情報の設定）

※追加できるコンテンツは3000件までです。

※素材情報表示をクリックすることでそのカテ
ゴリごとに先頭3件まで表示確認することがで
きます。
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アーカイブ管理
4.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。（デジサインTabユーザの場合、アーカイブカテゴリ別に表
示されます。）

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。

デジサインTabユーザの場合

※1：1番組に登録できるコンテンツ
（ｱｰｶｲﾌﾞﾌｧｲﾙ）は50件までです。

※2：配信できるのは1番組のみで
す。

※3；１ｺﾝﾃﾝﾂは、最大300MBです。

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリごとに先
頭3件まで表示確認することができます。
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アーカイブ管理
5.新規登録_完了画面

これでアーカイブの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷
移してください。
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アーカイブ管理
6.下位アカウントへの操作許可

アーカイブ登録、編集で操作許可設定を行います。オーナーアカウント配
下のユーザの操作設定を行います。
・表示許可：アーカイブ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：アーカイブ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。
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アーカイブ管理
7.複製_入力画面

複製_入力画面では登録されているアーカイブリストの複製を行うことがで
きます。（デジサインTabユーザの場合、アーカイブカテゴリ別に表示されま
す。）

「リスト名」を入力し、内容を確認後、「確認」ボタンをクリックし、複製_確認
画面へ遷移します。

※リスト名には複製元番組のリスト名+「_コピー」が入力されます。

※サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・
再生します。（動画は自動再生）
※複製される情報は、素材と権限設定になります。
配信先は未設定の状態で複製されます。

デジサインTabユーザの場合

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリごとに
先頭3件まで表示確認することができます。
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アーカイブ管理
8.複製_確認画面

複製_確認画面では複製_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。（デジサインTabユーザの場合、アーカイブカテゴリ別に表示されま
す。）

サムネイル画像をクリックすると、選択された素材を別ウィンドウで表示・再
生します。（動画は自動再生）

内容を確認し、複製する場合は「複製」ボタンをクリックし、複製_完了画面
へ遷移します。

デジサインTabユーザの場合

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリごとに
先頭3件まで表示確認することができます。
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アーカイブ管理
9.複製_完了画面

これで番組の複製は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくださ
い。
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アーカイブ管理
10.編集_入力画面

編集_入力画面ではアーカイブの編集を行います。

■配信先一覧
「配信先選択」ボタンをクリックすると配信先一覧が表示されます。
配信先一覧画面で登録するコンテンツの配信先を選択（チェック）し「選択」

ボタンをクリックします。

■コンテンツ一覧
コンテンツは一度に複数登録することができます。複数登録する場合は、

「追加」ボタンをクリックすると項目が追加されます。

コンテンツを選択するには「選択」ボタンをクリックします。「選択」ボタンをク
リックし素材の一覧から登録するコンテンツを選択します。

「フォーム」はフォーム管理で作成したフォームを登録します。（デジサイン
Tabユーザに対してのみ表示される機能となります。フォームを選択したアー
カイブリストをSTBに配信しても再生に影響はございません。）

「選択」ボタンをクリックしフォームの一覧から登録するフォームを選択しま
す。

「並び順」には再生順の番号を入力します。

また、項目を削除する場合は削除したい項目の「削除」ボタンをクリックする
ことで項目が削除されます。（デジサインTabユーザ場合、アーカイブカテゴリ
別に表示されます。）

■アーカイブリスト編集：アーカイブのリスト名を入力します。
既に登録されているリスト名での更新はできません。

■操作許可（6．下位アカウントへの操作許可参照）

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。

※追加できるコンテンツは3000件までです。

デジサインTabユーザの場合

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリ
ごとに先頭3件まで表示確認することができます。
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アーカイブ管理
11.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。（デジサインTabユーザ場合、アーカイブカテゴリ別に表示されま
す。）

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリ
ごとに先頭3件まで表示確認することができます。

デジサインTabユーザの場合
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アーカイブ管理
12.編集_完了画面

これでアーカイブの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移して
ください。
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アーカイブ管理
13.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているアーカイブの削除を行うことができます。
（デジサインTabユーザ場合、アーカイブカテゴリ別に表示されます。）

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。

デジサインTabユーザの場合

※素材情報表示をクリックすることでそのカテゴリごとに先頭3件
まで表示確認することができます。
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アーカイブ管理
14.削除_完了画面

これでアーカイブの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移して
ください。
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アーカイブ管理
15.選択操作許可変更_入力画面

204

一覧で選択したアーカイブに対して一括で操作許可を編集することができ
ます。

「選択」欄から編集したいアーカイブのチェックボックスをクリックし、「選択操
作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

選択アーカイブ_アーカイブ名の右横に表示されている×のアイコンをクリッ
クすると選択したアーカイブを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能ア
カウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：アーカイブ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：アーカイブ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



アーカイブ管理
16.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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アーカイブ管理
17.選択操作許可変更_完了画面

これでアーカイブ情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとアーカイブ一覧
画面に戻ります。
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アーカイブカテゴリ管理
1.一覧・検索画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

アーカイブカテゴリ管理は、プレイヤー側でアーカイブ再生する際にカテゴ
リ単位で表示する事ができます。（デジサインTabユーザのみカテゴリ単位表
示となり、デジサインSTBモデル、デジサインTVモデル、デジサインStickモ
デルは既存の表示となります。）

アーカイブカテゴリ管理ではアーカイブを分類付けるための共通のカテゴリ
を管理します。一覧・検索ではカテゴリの一覧表示・検索を行うことができま
す。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するカテゴリが表示されます。

条件に一致するカテゴリが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えるこ
とができます。

各カテゴリの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳
細・編集・削除画面へ遷移します。

カテゴリの新規登録を行うにはアーカイブカテゴリ管理_一覧画面から「新
規登録」ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。

大カテゴリ毎の表示優先度を設定できます。テキストボックスに半角数字を
入力し、表示優先度更新ボタンを押すことで設定されます。数字が小さい方
が優先度は高くなり、未入力の場合は一番低いです。
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アーカイブカテゴリ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではカテゴリの登録を行います。

カテゴリは大・中・小に分かれています。画面を開いた当初は大カテゴリの
み表示されています。

「中カテゴリ追加」、「小カテゴリ追加」ボタンを押すことで階層ごとのカテゴリ
が追加されます。

各行の「削除」ボタンをクリックするとその行のカテゴリが削除されます。

中カテゴリの「削除」ボタンをクリックすると、中カテゴリ下の小カテゴリも合
わせて削除されます。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。

※1度の登録作業で大カテゴリは1つしか作成できません。
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アーカイブカテゴリ管理
2.新規登録_入力画面

209

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：アーカイブカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：アーカイブカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。



アーカイブカテゴリ管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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アーカイブカテゴリ管理
4.新規登録_完了画面

これでカテゴリの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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アーカイブカテゴリ管理
5.編集_入力画面

編集_入力画面ではカテゴリの編集を行います。

「中カテゴリ追加」、「小カテゴリ追加」ボタンを押すことで階層ごとのカテゴリ
が追加されます。

各行の「削除」ボタンをクリックするとその行のカテゴリが削除されます。

中カテゴリの「削除」ボタンをクリックすると、中カテゴリ下の小カテゴリも合
わせて削除されます。

削除を行いますと、そのカテゴリに登録されている素材は、端末のアーカイ
ブ一覧画面で未分類として表示されます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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アーカイブカテゴリ管理
6.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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アーカイブカテゴリ管理
7.編集_完了画面

これでカテゴリの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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アーカイブカテゴリ管理
8.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているカテゴリの削除を行うことができます。

削除を行いますと、そのカテゴリに登録されている素材は、端末のアーカイ
ブ一覧画面で未分類として表示されます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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アーカイブカテゴリ管理
9.削除_完了画面

これでフォームカテゴリの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷
移してください。
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アーカイブカテゴリ管理
10.選択操作許可変更_入力画面

217

一覧で選択したアーカイブカテゴリに対して一括で操作許可を編集すること
ができます。

「選択」欄から編集したいアーカイブカテゴリのチェックボックスをクリックし、
「選択操作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

選択アーカイブカテゴリ_アーカイブカテゴリ名の右横に表示されている×
のアイコンをクリックすると選択したアーカイブを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：アーカイブカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：アーカイブカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



アーカイブカテゴリ管理
11.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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アーカイブカテゴリ管理
12.選択操作許可変更_完了画面

これでアーカイブカテゴリ情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとアーカイブカテゴ
リ一覧画面に戻ります。
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配信状況管理
1.配信予定管理画面

配信予定管理では配信予定の一覧を表示します。（配信済みのものは表
示されません）

一覧は同期が配信される順番で表示されます。配信済みのものは配信完
了管理で確認することができます。

番組名の項目が「-」 （ハイフン）のものは番組登録外の配信コンテンツにな
ります。

配信予定の情報を最新にする場合は、「更新」ボタン（図右上）をクリックし
てください。

画面を印刷する場合は、「印刷」ボタン（図右上か右下）をクリックしてくださ
い。

CSVログ出力をする場合は、「CSVログ出力」ボタン（図右上か右下）をクリ
ックしてください。
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配信状況管理
2.配信完了管理画面

配信完了管理では配信済みの一覧を表示します。

一覧は同期が完了した順番で表示されます。

画面を印刷する場合は、「印刷」ボタン（図右上か右下）をクリックしてくださ
い。

CSVログ出力をする場合は、「CSVログ出力」ボタン（図右上か右下）をクリ
ックしてください。
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配信状況管理
3.通信ログ管理画面

通信ログ管理では出力されたログの詳細を確認することができます。

画面を印刷する場合は、「印刷」ボタン（図右上か右下）をクリックしてくださ
い。

CSVログ出力をする場合は、「CSVログ出力」ボタン（図右上か右下）をクリ
ックしてください。
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配信状況管理
4.通信エラー管理画面

通信エラー管理では出力されたエラーログの詳細を確認することができま
す。

画面を印刷する場合は、「印刷」ボタン（図右上か右下）をクリックしてくださ
い。

CSVログ出力をする場合は、「CSVログ出力」ボタン（図右上か右下）をクリ
ックしてください。
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アーカイブ再生ログ集計
1.アーカイブ再生ログ集計画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

アーカイブ再生のログを集計し、TAB端末(Android/iPad/Windows)毎の使
用状況(年間・月・曜日・時間・素材・使用ランキング・地点)を表示する事がで
きます。

集計ログ(ランキングの全件表示のみ)はcsvデータとしてダウンロードでき
ます。

csvデータはランキングの「全件表示」のリンクをクリックし、全件表示ページ
の「CSV出力」ボタンからダウンロードします。

「レンタルコンテンツ再生ログ集計画面へ」ボタンを押すと、レンタルコンテ
ンツ用の再生ログ集計画面へ移動する。
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アーカイブ再生ログ集計
2.レンタルコンテンツ再生ログ集計画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

レンタルコンテンツの再生ログを集計し、TAB端末
(Android/iPad/Windows)毎の使用状況(年間・月・曜日・時間・コンテンツ・使
用ランキング・地点)を表示する事ができます。

集計ログ(ランキングの全件表示のみ)はcsvデータとしてダウンロードでき
ます。

csvデータはランキングの「全件表示」のリンクをクリックし、全件表示ページ
の「CSV出力」ボタンからダウンロードします。
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アーカイブ再生ログ集計
3.アーカイブ再生ログ出力画面

デジサインTabユーザに対してのみ表示される機能となります。

出力期間内のアーカイブ再生のログを、CSVで出力します。

アーカイブで使用している素材の再生ログと、レンタルコンテンツの再生ロ
グを出力可能です。
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素材配信完了管理
1.素材配信完了画面

番組またはアーカイブに設定したコンテンツの配信状況を確認することが
できます。
対象のコンテンツの配信対象となった端末数と、配信が完了した端末数を確
認できます。
また、検索条件として「配信未完了」を選択すると、未完了の端末数を確認で
きます。
コンテンツ名のリンクをクリックすると、端末の一覧が表示されます。

CSVデータはランキングの「全件表示」のリンクをクリックし、全件表示ペー
ジの「CSV出力」ボタンからダウンロードします。
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テンプレート管理
1.一覧・検索画面

テンプレート管理ではテンプレートの管理を行います。一覧・検索ではテン
プレートの一覧表示・検索を行うことができます。

各テンプレートのプレビューリンクをクリックすると、選択したテンプレートを
別ウィンドウで表示します。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を

指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するテンプレートが表示され
ます。

条件に一致するテンプレートが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ペ
ージリンクが表示され、このリンクをクリックする事によって表示するページを
切り換えることができます。

各テンプレートの操作項目に表示されている各ボタンをクリックすることによ
ってそれぞれ詳細・編集・削除画面へ遷移します。

かんたんテンプレート作成機能より作成されたテンプレートの編集ボタンを
クリックした場合は12-2のかんたんテンプレート作成画面へ遷移し、テンプレ

ートアップロード機能よりアップロードされたテンプレートの編集ボタンをクリッ
クした場合は12-7の編集_入力画面へ遷移します。
※統括管理機能で作成したテンプレートの編集・削除は行えません。

かんたんテンプレート作成を行うにはテンプレート管理_一覧画面から「か
んたんテンプレート作成」ボタンをクリックします。 また、テンプレートの新規
登録を行うにはテンプレート管理_一覧画面から「テンプレートアップロード」
ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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テンプレート管理
2.かんたんテンプレート作成（横型） 新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではテンプレートの作成を行います。

レイアウト選択項目からレイアウト（右図は横型）を選択し、必要があれば
telop・side・headerの幅、高さを設定します。

「サイドバー編集」にて設定済みサイドバーの選択、又は画像をアップロー
ドする事ができます。

「テロップ編集」にて共通テロップの選択、またはテロップを直接入力する事
ができます。

コンテンツバンクでテロップ素材の契約を行っている利用者はテロップ選択
時にコンテンツバンク素材が表示され、選択することができます。選択後、通
常と登録手順に違いはありません。

headerには画像をアップロードする事ができます。

新規登録_入力画面で基本情報を入力後「保存する」ボタンをクリックすると
テンプレートの新規登録は完了します。

■共通パーツ設定

「共通サイドバー設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでサイドバーの
編集画面が表示されます。

「共通テロップ設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでテロップの編集
画面が表示されます。

■基本情報入力

カテゴリ項目で適するカテゴリが無い場合、「追加」ボタンをクリックすると、
別ウィンドウでテンプレートカテゴリの登録画面が表示されます。

■下位アカウントへの操作許可：（5．下位アカウントへの操作許可参照）
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テンプレート管理
3.かんたんテンプレート作成（縦型） 新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではテンプレートの作成を行います。

レイアウト選択項目からレイアウトを選択し、必要があればtelop・side・
headerの幅、高さを設定します。

「サイドバー編集」にて設定済みサイドバーの選択、又は画像をアップロー
ドする事ができます。

「テロップ編集」にて共通テロップの選択、またはテロップを直接入力する事
ができます。

コンテンツバンクでテロップ素材の契約を行っている利用者はテロップ選択
時にコンテンツバンク素材が表示され、選択することができます。選択後、通
常と登録手順に違いはありません。

headerには画像をアップロードする事ができます。

新規登録_入力画面で基本情報を入力後「保存する」ボタンをクリックすると
テンプレートの新規登録は完了します。

■共通パーツ設定

「共通サイドバー設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでサイドバーの
編集画面が表示されます。

「共通テロップ設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでテロップの編集
画面が表示されます。

■基本情報入力

カテゴリ項目で適するカテゴリが無い場合、「追加」ボタンをクリックすると、
別ウィンドウでテンプレートカテゴリの登録画面が表示されます。

■下位アカウントへの操作許可：（5．下位アカウントへの操作許可参照）
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テンプレート管理
4.かんたんテンプレート作成（タブレット） 新規登録_入力画面

タブレットは「デジサインTab」契約ユーザ様のみ選択可能です。

新規登録_入力画面ではテンプレートの作成を行います。

レイアウト選択項目からレイアウトを選択し、必要があればtelopの幅、高さ
を設定します。

「テロップ編集」にて共通テロップの選択、またはテロップを直接入力する事
ができます。

コンテンツバンクでテロップ素材の契約を行っている利用者はテロップ選択
時にコンテンツバンク素材が表示され、選択することができます。選択後、通
常と登録手順に違いはありません。

新規登録_入力画面で基本情報を入力後「保存する」ボタンをクリックすると
テンプレートの新規登録は完了します。

■共通パーツ設定

「共通サイドバー設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでサイドバーの
編集画面が表示されます。

「共通テロップ設定」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでテロップの編集
画面が表示されます。

■基本情報入力

カテゴリ項目で適するカテゴリが無い場合、「追加」ボタンをクリックすると、
別ウィンドウでテンプレートカテゴリの登録画面が表示されます。

■下位アカウントへの操作許可：（5．下位アカウントへの操作許可参照）
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テンプレート管理
5.下位アカウントへの操作許可

テンプレート登録、編集で操作許可設定を行います。オーナーアカウント配
下のユーザの操作設定を行います。
・表示許可：テンプレート管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：テンプレート管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。
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テンプレート管理
6.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではテンプレートの登録を行います。

構成ファイル項目の「追加」ボタンをクリックすると構成ファイルの登録項目
が１つ追加され、「削除」ボタンをクリックすると選択した構成ファイルの登録
項目が削除されます。

構成ファイルは最低１つ(html形式)を選択している必要があります。また、
ファイル名は「index.html」となります。

下位アカウントへの操作許可：（5．操作許可アカウント設定参照）

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。

※複数の機種をご契約のお客様は契約機種分のテンプレートをアップロードする必要があ
ります。1機種分のみのテンプレートアップロードはできません。
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テンプレート管理
7.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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テンプレート管理
8.新規登録_完了画面

これでテンプレートの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷
移してください。
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テンプレート管理
9.マルチテンプレート作成 新規登録_入力画面 ①

※本機能は、「Internet Explorer 11」ではご利用いただけません。

マルチテンプレートは「デジサインSTBX4」専用のテンプレートで、最大4画
面のマルチディスプレイにコンテンツを表示することができます。

マルチテンプレート作成 新規登録_入力画面では、ディスプレイの構成や

画面のレイアウトを指定し、マルチディスプレイ専用のテンプレートを作成し
ます。
※画面分割をしない場合、「かんたんテンプレート作成」でテンプレートを作成

(229P参照)

「 ▶ 」をクリックすると各項目を表示し、「◢」をクリックすると非表示にします。

■ディスプレイ構成を選択

「ディスプレイ構成」は使用するディスプレイの数や配置を選ぶことができ
ます。ディスプレイを4つ横に並べる①「1×4」の構成や、縦横にディスプレイ
を2つずつ並べる②「2×2」など、全7種類の中から選択します。

■画面分割方法を選択

「画面分割方法」は選択したディスプレイ構成のうち素材をどのように再
生するか、レイアウトを選択します。(237P参照)

■メインエリアを選択

「メインエリア」は「番組作成画面で設定する素材」を表示する領域のこと
です。作成した番組は、メインエリアの表示秒数に応じてスライドが切り替わ
ります。(10P参照)

■サブエリアに表示する素材を選択

「サブエリア」はメインエリア以外のディスプレイ領域のことです。各サブエ
リア内で、素材の再生順番や表示秒数を設定することができます。
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テンプレート管理
9.マルチテンプレート作成 画面分割方法 一覧

※1ディスプレイ当たり 「解像度：1920× 1080」 以内

237

(1) 1×4 (2) 1×3

(3) 1×2 (4) 2×2

(5) 4×1
(6) 3×1

(7) 2×1



テンプレート管理
9.マルチテンプレート作成 新規登録_入力画面 ②

1) テンプレートの「タイトル」を入力し、「テンプレートカテゴリ」を選択してくだ
さい。

2) ④「ディスプレイ構成」 を全7種類の中から選択します。選択後は、「ディ
スプレイ構成」を選択するメニューが自動で非表示となり、 「画面分割方
法」 を選択するメニューが自動で表示されます。

3) 選択した「ディスプレイ構成」 に基づいて、⑤「画面分割方法」を選択しま

す。選択後は、「画面分割方法」を選択するメニューが自動で非表示とな
り、 「メインエリア」 を選択するメニューが自動で表示されます。

※「 ▶ 」をクリックすると各項目を再表示し、「◢」をクリックすると非表示にしま
す。
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テンプレート管理
9.マルチテンプレート作成 新規登録_入力画面 ③

4) ⑥「メインエリア」はいずれかの領域をクリックで選択できます。

5) ⑦各「サブエリア」には、再生したい素材を登録することができます。素
材は、画面右側の素材一覧から各サブエリアへ、⑧ドラッグ&ドロップす
ることで選択できます。

※メインエリアで再生する素材は、番組作成時に設定できます。 (8P参照)

6) 同様にサブエリア内に配置した素材をドラッグ&ドロップで⑨入れ替える
ことで、再生順番を変更することができます。

7) ⑩テロップを「使用する」にチェックを入れると、再生するテロップのテキ
ストや色、高さなどを設定することができます。
・共通テロップ(255P参照)を選択すると、作成した共通テロップを使用

することができます。
・コンテンツバンクを選択すると、テロップ専用のコンテンツバンクが選択

できます。(293P参照)
※コンテンツバンクはご契約されている方が対象となります。

8) マルチテンプレート作成 新規登録_入力画面で情報を入力後、「保存」
ボタンをクリックすると、マルチテンプレート作成 新規登録_完了画面が
表示されます。
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テンプレート管理
10.マルチテンプレート作成 新規登録_完了画面

これでマルチテンプレートの新規登録は完了しました。

メイン領域の設定する場合は「番組作成へ」を押すと新規番組作成画面に
遷移します。(8P参照)

既存の番組を編集する場合は、「番組一覧へ」を押すと番組一覧・検索画
面に遷移します。(17P参照)
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テンプレート管理
11.詳細画面

詳細画面では登録されているテンプレートの詳細を確認することができま
す。

「ダウンロード」ボタンをクリックすると、各ファイルをダウンロードする事が
できます。
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テンプレート管理
12.編集_入力画面

編集_入力画面ではテンプレートの編集を行います。

構成ファイル項目の「追加」ボタンをクリックすると構成ファイルの登録項目
が１つ追加され、「削除」ボタンをクリックすると選択した構成ファイルの登録
項目が削除されます。構成ファイルは最低１つ(html形式)を選択している必
要があります。

下位アカウントへの操作許可：（5．操作許可アカウント設定参照）

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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テンプレート管理
13.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。

243



テンプレート管理
14.編集_完了画面

これでテンプレートの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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テンプレート管理
15.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているテンプレートの削除を行うことができま
す。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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テンプレート管理
16.削除_完了画面

これでテンプレートの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。

246



テンプレート管理
17.選択操作許可変更_入力画面

247

一覧で選択したテンプレートに対して一括で操作許可を編集することができ
ます。

「選択」欄から編集したいテンプレートのチェックボックスをクリックし、「選択
操作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成した共通テンプレートの操作許可は変更出来ないた
めチェックボックスは表示されません

選択テンプレート_テンプレート名の右横に表示されている×のアイコンをク
リックすると選択したアーカイブを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：テンプレート管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：テンプレート管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

番組に登録されているテンプレートの操作許可は変更することができませ
ん。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



テンプレート管理
18.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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テンプレート管理
19.選択操作許可変更_完了画面

これでテンプレート情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとテンプレート一覧
画面に戻ります。
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PowerPoint対応
1.テンプレート作成・テンプレートサイズ確認

かんたんテンプレート作成でテンプレートを作成する際にレイアウトを選択
すると、選択したレイアウトのサイズが表示されます。（赤枠）

この表示されているサイズは、PowerPointで画像を作成する際に指定する

サイズとなっており、このサイズに合わせて画像を作成することにより、作成
したテンプレートに合わせた画像を作成することができます。

PowerPointで画像を作成する方法は次ページをご参照ください。
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PowerPoint対応
2.PowerPointでサイズを指定し、画像保存

なお、ここでご紹介する方法はMicrosoft社の製品「Microsoft Office

PowerPoint 2007」での操作方法です。バージョンの違う製品や他社製品な
どに関してはそれぞれのマニュアルをご参照ください。

作成したスライドをサイズ指定して画像保存するには、以下の手順の通り
です。

１．ツールバーに表示されているデザインのタブをクリックし、その中からペー
ジ設定をクリックします。

２．表示されたページ設定ウィンドウで幅・高さをかんたんテンプレート作成で
作成したテンプレートに合わせてサイズ指定し、OKボタンをクリックします。
３．名前を付けて保存をクリックし、ファイルの種類をgif・jpgに選択し、保存し
ます。

以上で画像として保存出来ました。

①

②

③

PowerPointで作成したデザインテンプレートをご提供しております。
下記URLへアクセスいただくか、素材新規登録ページ（参照30P）「デザイ
ンテンプレートのダウンロードはこちらから」のリンクをクリックしてください。

■デザインテンプレートダウンロードページ
http://design.cmds.jp/

■パスワード
jt26a3m9
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PowerPoint対応
3.番組作成

その後は、通常の手順通りに保存した画像ファイルを素材管理よりアップし、
番組を作る機能より番組を作成します。

これでテンプレートサイズに合わせた画像を表示できます。
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共通サイドバー管理
1.編集_入力画面

・・・

共通サイドバー管理ではテンプレートに表示される各サイドバーの編集を
行うことができます。

テーブル等をテンプレートよりコピーして貼り付ける事はできます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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共通サイドバー管理
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。

・・・
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共通サイドバー管理
3.編集_完了画面

これで共通サイドバーの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷
移してください。
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共通テロップ管理
1.編集_入力画面

共通サイドバー管理ではテンプレートに表示される各サイドバーの編集を
行うことができます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。

・・・
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共通テロップ管理
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。

・・・
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共通テロップ管理
3.編集_完了画面

これで共通テロップの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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テンプレートカテゴリ管理
1.一覧・検索画面

テンプレートカテゴリ管理ではテンプレートを分類付けるための共通のカテ
ゴリを管理します。一覧・検索ではカテゴリの一覧表示・検索を行うことができ
ます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するカテゴリが表示されます。

条件に一致するカテゴリが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページ
リンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えるこ
とができます。

各カテゴリの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると詳
細・編集・削除画面へ遷移します。
※統括管理機能で作成したカテゴリの編集・削除は行えません。

カテゴリの新規登録を行うにはテンプレートカテゴリ管理_一覧画面から「新
規登録」ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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テンプレートカテゴリ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではカテゴリの登録を行います。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：テンプレートカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：テンプレートカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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テンプレートカテゴリ管理
3.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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テンプレートカテゴリ管理
4.新規登録_完了画面

これでカテゴリの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移
してください。
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テンプレートカテゴリ管理
5.詳細画面

詳細画面では登録されているカテゴリの詳細を確認することができます。
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テンプレートカテゴリ管理
6.編集_入力画面

編集_入力画面ではカテゴリの編集を行います。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユ
ーザの操作設定を行います。
・表示許可：テンプレートカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：テンプレートカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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テンプレートカテゴリ管理
7.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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テンプレートカテゴリ管理
8.編集_完了画面

これでカテゴリの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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テンプレートカテゴリ管理
9.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているカテゴリの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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テンプレートカテゴリ管理
10.削除_完了画面

これでカテゴリの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してく
ださい。
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テンプレートカテゴリ管理
11.選択操作許可変更_入力画面

269

一覧で選択したテンプレートカテゴリに対して一括で操作許可を編集するこ
とができます。

「選択」欄から編集したいテンプレートカテゴリのチェックボックスをクリックし、
「選択操作許可変更」ボタンをクリックし、一括編集画面に遷移します。

※統括管理機能で作成したテンプレートカテゴリは操作許可変更出来ないた
め、チェックボックスは表示されません

選択テンプレートカテゴリ_テンプレートカテゴリ名の右横に表示されている
×のアイコンをクリックすると選択したアーカイブを解除することができます。

■下位アカウントへの操作許可

下位アカウントへの操作許可：「操作を許可する」を選択すると、「操作可能
アカウントを設定する」リンクが表示されます。オーナーアカウント配下のユー
ザの操作設定を行います。
・表示許可：テンプレートカテゴリ管理の一覧に表示/非表示を設定します。
・操作許可：テンプレートカテゴリ管理から編集・削除許可を設定します。
※表示許可に設定する必要があります。

入力確認を押すと確認画面に遷移します。



テンプレートカテゴリ管理
12.選択操作許可変更_確認画面

操作許可変更_確認画面では操作許可変更_入力画面で入力された内容
を確認することができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし操作許可変更_

入力画面へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックします。
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テンプレートカテゴリ管理
13.選択操作許可変更_完了画面

これでテンプレートカテゴリ情報の操作許可一括編集が完了しました。

このまま時間が経過するか「閉じる」ボタンをクリックするとテンプレートカテ
ゴリ一覧画面に戻ります。
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ユーザ管理
1.一覧・検索画面

ユーザ管理ではセンターサーバ管理にアクセスできる管理者の管理を行い
ます。一覧・検索ではユーザの一覧表示・検索を行うことができます。

項目名の部分に表示されている▲・▼のリンクをクリックすると、クリックし
た項目を元に昇順・降順で一覧をソートします。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するユーザが表示されます。

条件に一致するユーザが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリ
ンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えること
ができます。

各ユーザの操作項目に表示されている各操作ボタンをクリックすると編集・
削除・監視画面へ遷移します。

ユーザの新規登録を行うにはユーザ管理_一覧・検索画面から「新規登録」
ボタンをクリックし、新規登録_入力画面へ遷移します。
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ユーザ管理
2.新規登録_入力画面

新規登録_入力画面ではユーザの登録を行います。

■ユーザ名：ユーザ名を入力します。
■ログインID：本管理画面にログインするログインIDを入力します。（ログイン
IDは重複した値を入力することはできません。 ）
■パスワード：本管理画面にログインするパスワードを入力します。
■管理権限（※ユーザ登録後は変更できません）

administrator権限：全端末使用可能、下位権限のアカウントに自分が作成
した素材等の使用可否許可を与える事ができます。

オーナー権限：選択した端末を使用可能、下位権限のアカウントに自分が
作成した素材等の使用可否許可を与える事ができます。

オペレータ権限：オーナー権限アカウント配下の端末を使用可能、オーナ
ー権限アカウントが存在しない場合は作成できません。

アカウントを作成後に編集操作で、権限を変更する事はできません。変更
できるのは端末変更のみとなります。但し、下位アカウントで使用している端
末は変更できません。

■メニュー表示：作成するユーザでログインすると選択したメニューのみ表示
されます。

新規登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると新規登
録_確認画面が表示されます。
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ユーザ管理
3.操作範囲

新規登録_入力画面の管理端末のリンク（操作できる端末を設定する）をク
リックすると操作範囲画面が表示されます。（administrator権限ではこのリン
クは表示されません）

選択した端末の操作のみ可能となります。「端末選択」ボタンをクリックして
配信先一覧画面に遷移して、操作する端末を選択してください。スケジュー
ルや機器設定では選択しない端末は非表示になります。

端末を選択後「設定」ボタンをクリックすると編集_入力画面へ戻ります。
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ユーザ管理
4.配信先一覧

操作範囲画面の「端末選択」ボタンをクリックすると配信策一覧画面が表示
されます。この画面ではユーザが操作する端末を検索、選択することができ
ます。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する番組が表示されます。

条件に一致する番組が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えることが
できます。

操作する端末にチェック（赤枠）を入れてください。チェックを入れた後、「選
択」ボタン（画面中央、右下）をクリックして下さい。ウィンドウが閉じた後、選
択した端末が操作範囲画面に反映されます。

「閉じる」ボタン（画面右上）をクリックするとウィンドウが閉じます。
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ユーザ管理
5.新規登録_確認画面

新規登録_確認画面では新規登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし新規登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、新規登録_完了画面へ遷移しま
す。
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ユーザ管理
6.新規登録_完了画面

これでユーザの新規登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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ユーザ管理
7.編集_入力画面

編集_入力画面ではユーザの編集を行うことができます。

■ユーザ名：ユーザ名を入力します。
■ログインID：本管理画面にログインするログインIDを入力します。（ ログイ
ンIDは重複した値を入力することはできません。 ）
■パスワード：本管理画面にログインするパスワードを入力します。
■管理権限（※変更できません）

administrator権限：全端末使用可能、下位権限のアカウントに自分が作成
した素材等の使用可否許可を与える事ができます。

オーナー権限：選択した端末を使用可能、下位権限のアカウントに自分が
作成した素材等の使用可否許可を与える事ができます。

オペレータ権限：オーナー権限アカウント配下の端末を使用可能、オーナ
ー権限アカウントが存在しない場合は作成できません。

アカウントを作成後に編集操作で、権限を変更する事はできません。変更
できるのは端末変更のみとなります。但し、下位アカウントで使用している端
末は変更できません。

■管理端末：管理可能な端末を選択します。

■メニュー表示：作成するユーザでログインすると選択したメニューのみ表示
されます。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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ユーザ管理
8.操作範囲

編集_入力画面の管理端末のリンク（操作できる端末を設定する）をクリック
すると操作範囲画面が表示されます。（administrator権限ではこのリンクは
表示されません）

選択した端末の操作のみ可能となります。「端末選択」ボタンをクリックして
配信先一覧画面に遷移して、操作する端末を選択してください。スケジュー
ルや機器設定では選択しない端末は非表示になります。

端末を選択後「設定」ボタンをクリックすると編集_入力画面へ戻ります。

279



ユーザ管理
9.配信先一覧

操作範囲画面の「端末選択」ボタンをクリックすると配信策一覧画面が表示
されます。この画面ではユーザが操作する端末を検索、選択することができ
ます。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致する番組が表示されます。

条件に一致する番組が表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリン
クが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えることが
できます。

操作する端末にチェック（赤枠）を入れてください。チェックを入れた後、「選
択」ボタン（画面中央、右下）をクリックして下さい。ウィンドウが閉じた後、選
択した端末が操作範囲画面に反映されます。

「閉じる」ボタン（画面右上）をクリックするとウィンドウが閉じます。
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ユーザ管理
10.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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ユーザ管理
11.編集_完了画面

これでユーザの編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくだ
さい。
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ユーザ管理
12.削除_確認画面

削除_確認画面では登録されているユーザの削除を行うことができます。

内容を確認し、削除する場合は「削除」ボタンをクリックし、削除_完了画面
へ遷移します。
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ユーザ管理
13.削除_完了画面

これでユーザの削除は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移してくだ
さい。

284



ユーザ管理
14.監視登録_入力画面

監視登録_入力画面では監視設定を行います。

監視は配信サーバ単位で設定できます。（監視する配信サーバにチェック
してください）

全ての配信サーバを監視する場合は「全選択」ボタンを押してください。チェ
ックを全て外す場合は、「全選択解除」ボタンを押してください。

メールを送信するには「送信する」に変更してください。初期設定では「送信
しない」に設定されています。

メールアドレスに送信するメールアドレスを入力してください。複数登録する
場合は、メールアドレス毎に改行して記入してください。

監視登録_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると監視登
録_確認画面が表示されます。
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ユーザ管理
15.監視登録_確認画面

監視登録_確認画面では監視登録_入力画面で入力された内容を確認す
ることができます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし監視登録_入力
画面へ遷移します。

登録する場合は「登録」ボタンをクリックし、監視登録_完了画面へ遷移しま
す。
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ユーザ管理
16.監視登録_完了画面

これでユーザの監視登録は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移し
てください。
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環境設定管理
1.編集_入力画面

環境設定管理ではセンターサーバ管理の環境設定を編集することができま
す。

【同期設定】

■同期設定：スケジュールやコンテンツの同期をするかしないかの設定をお
こないます。同期しないを設定するとサーバに登録されている全端末の同期
が停止します。

■同期できる時間帯：設定した時間に番組編集・スケジュール編集を行った
場合、同期可能状態となります。

同期可能状態の場合は、設定時間外でも同期処理が実行されます。
リカバリー制御は同期できる時間帯(0：00～10：00)を設定している状態で、

端末側のネットワーク断等により設定時間内に同期できなかった場合、設定
時間外にネットワークが復旧しても同期が出来ずに再生出来なくなる事を防
ぐためのリカバリー対応として時間帯外に同期する・しないの設定を行うこと
ができます。

■メールアドレス：メールアドレスを登録すると、毎日午前8時時点での端末
の同期状態が通知されます。
※毎日午前8時時点で同期が完了していない端末がある場合は、端末のリ
ストを通知します。

【スケジュール設定】
■スケジュールモード：曜日スケジュール(P120~124参照)と日付スケジュー
ル(P132~143参照)のどちらを使用するかの設定を行います。

■1分単位スケジュールを使用する：1分単位スケジュールを使用するか
(P144~145参照)の設定を行います。

※スケジュールモードを切り替えると現在登録されているスケジュールが全て削除されます。

スケジュールが削除された後同期が発生すると再生が止まってしまうため同期設定で「同期しない」
を選択しないと切り替えることができません。

※1分単位スケジュールを使用するを有効から無効に変更した場合、現在登録されているスケジュ
ールが全て削除されます。

スケジュールが削除された後同期が発生すると再生が止まってしまうため同期設定で「同期しない」
を選択しないと切り替えることができません。
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環境設定管理
1.編集_入力画面

【ファーム設定】
■ファームウェアアップデート設定：NAS・STBのファームウェアバージョンア
ップの設定ができます。初期設定は「手動アップデート」に設定されています。
※対象機種：デジサインSTBシリーズ、ハルヱとケイジdeデジサイン、デジサ
インTab for Windows(Windows7版)

【管理システム設定】

■管理システムにログインできる時間帯：センターサーバ管理画面へアクセ
スできる時間を設定できます。
※設定した時間外は管理システムにアクセスすることができなくなります。
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環境設定管理
1.編集_入力画面

【デジサインTab設定】
※デジサインTab設定項目についてはデジサインTabユーザのみ表示されま
す。

■アーカイブ新着コンテンツ表示日数：端末のアーカイブ一覧でコンテンツに
新着コンテンツのマークが表示される日数を設定することができます。

■レンタルコンテンツDL先URL：URLを登録すると、端末のアーカイブ一覧
にて登録先URLへの遷移ボタンが表示され、レンタルコンテンツへのDLがお
こなえます。

DLしてきたコンテンツは、レンタルコンテンツ貸出期間で登録した日数の間
だけアーカイブ一覧に表示されます。

■レンタルコンテンツ貸出期間：レンタルコンテンツの貸出期間（日数）を設定
します。この日数を過ぎると、コンテンツは自動的に端末から削除されます。

■アーカイブ連続再生機能表示：アーカイブ一覧に連続再生ボタンをさせる
かを設定することができます。

■ペアリングファイル転送可否：ペアリング時、参加者がコンテンツを持って
いない場合にコンテンツ所有者端末からファイル転送を行うかを設定するこ
とができます。

■ローカルファイル保存可否：PDFビューアで閲覧中のファイルに対して、ロ

ーカル保存を許可するか設定することができます。ペアリングでファイル転送
されたファイルも対象となります。

編集_入力画面で情報を入力後「確認」ボタンをクリックすると編集_確認画
面へ遷移します。
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環境設定管理
2.編集_確認画面

編集_確認画面では編集_入力画面で入力された内容を確認することがで
きます。

更新された箇所は黄色文字で表示されます。

内容を確認し、修正したい場合は「修正」ボタンをクリックし編集_入力画面
へ遷移します。

更新する場合は「更新」ボタンをクリックし、編集_完了画面へ遷移します。
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環境設定管理
3.編集_完了画面

これで環境設定の編集は完了しました。リンクよりメニュー画面へ遷移して
ください。
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管理画面操作ログ管理
1.一覧・検索画面

管理画面操作ログ管理ではセンターサーバ管理で操作したユーザとその
操作内容の管理を行います。一覧・検索ではユーザの一覧表示・検索を行う
ことができます。

初期の状態はデフォルトで10件まで画面に表示されています。検索条件を
指定し、検索ボタンをクリックすると条件に一致するユーザが表示されます。

条件に一致するユーザが表示件数よりも多い場合は次ページ・前ページリ
ンクが表示されます。リンクをクリックすると表示するページを切り換えること
ができます。
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コンテンツバンク 配信サービス一覧

現在配信中のサービスは下記の通りです。今後変更される場合があります。
※ご利用の際は、弊社担当営業までお問い合わせください。
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提供元 シリーズ名

情報・ニュース

共同通信社 ヘッドラインニュース

共同通信社 多言語ニュース(英語）

共同通信社 多言語ニュース（中国語）

共同通信社 多言語ニュース（ハングル）

NHK動画ニュース（1minute）

NHK動画ニュース天気予報（全国：今日明日予報）

時事通信社 写真付きニュース

時事通信社 マーケット指標

時事通信社 短文ニューステロップ

天気予報 共同通信社 天気予報（今日明日、週間予報）

防災情報 共同通信社 防災情報

ハイビジョン映像

地球見聞録

世界の名画

日本百景

新金沢小景

健康情報 家庭の医学

アウトサイダーアート アウトサイダーアート

エンターテインメント 共同通信社 １２星座占い

（2021年 10月19日 時点）



政府広報オンラインコロナ対策チャンネル

「政府広報オンラインコロナ対策チャンネル」は無償でご利用いただけます。
利用するには、番組の作成画面より、右図①のプルダウンより「★コンテンツ
バンクサービス」を選択することで、素材の一覧が表示されます。

表示されたサムネイルをクリックすると、スライドに追加されます。また、選
択された素材にマウスカーソルを重ね、②再生開始ボタンを押すと、素材を
プレビューすることができます。

※「政府広報オンラインコロナ対策チャンネル」には公開期間が設定されて
おります。公開期限は、③「虫眼鏡」のアイコンから詳細をご確認ください。
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本資料に関する配布制限と取り扱いにつきまして

本資料は、サイバーステーション株式会社【英語表記：Cyberstation Inc.】（以下、当社という）が、
当社の製品「CyberMotionデジサイン」（以下、商品という）に関わるソフトウェアの操作説明、機能、
アップグレード方法、ファームウェア等の情報を記したものです。

本資料の配布については、ご利用者（商品のお申し込みをいただいたユーザー）、又は当社の販
売、保守パートナー（当社とパートナー契約、又は売買契約書を締結した企業、団体）と当社社員に
限定させていただきます。また、配布資料の取り扱いには十分ご注意いただき、再配布は原則禁止
とします。

また、再配布については当社が許可した場合のみ可とし、当社と相対する競合企業や競合製品を
持つ、取り扱う企業（以下、コンペジターという）に配布すること、情報を開示することを禁止します。

尚、本資料の内容については1ページ目に記載されている日付時点での情報であり、資料中に記

載されている情報を永久的に保障しておりません。また、ユーザーの用品をご利用いただいての業
務改善や売上等を保障するものではありません。

各パートナーにおいては、本資料を営業ツール等としての活用を禁止します。

本資料を参考にパートナー自身や関連企業、子会社によるコンペジターとなりえる製品を開発する
ことを禁止します。


