
 

デジタル メディア プレーヤーの概要
シリーズ 2 DMP：DMP-2K と SV-4K

シリーズ 3 DMP：CV-HD と CV-UHD

シリーズ 4 DMP：CV-HD2 と CV-UHD2

このモジュールでは、シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 のハードウェア、ソフトウェア機能、およびこれらのデジタル 
メディア プレーヤーを導入する前の重要な考慮事項に関する情報を含むワークフローの概要を提供します。

対象者は、デジタル メディア プレーヤーの設置および設定の責任者のほか、メディア プレーヤーの一般的な動作に関心があ
るユーザです。

説明する項目は次のとおりです。

 使用を開始する際のワークフローの概要（12 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの物理特性（14 ページ）

 Cisco Vision Dynamic Signage Director の赤外線リモコン（35 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの機能の概要（37 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーに関する主な考慮事項（39 ページ）

 DMP 導入のベスト プラクティス（42 ページ）
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デジタル メディア プレーヤーの概要

 

使用を開始する際のワークフローの概要
使用を開始する際のワークフローの概要
表 1（12 ページ）に、デジタル メディア プレーヤーを理解するためのタスクおよび関連情報の概要を示します。

表 1 開始前タスクの概要

開始前タスク 詳細については、次の付録および項を参照してください。

CV-HD2 ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 CV-HD2 メディア プレーヤーのサイズ（15 ページ）

 CV-HD2 メディア プレーヤーのポート（15 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 4 メディア プレーヤーの LED（35 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

CV-UHD2 ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 CV-UHD2 メディア プレーヤーのサイズ（17 ページ）

 CV-UHD2 メディア プレーヤーのポート（17 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 4 メディア プレーヤーの LED（35 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

CV-HD ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 CV-HD メディア プレーヤーのサイズ（20 ページ）

 CV-HD メディア プレーヤーのポート（20 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 3 メディア プレーヤーの LED（34 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）
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デジタル メディア プレーヤーの概要

使用を開始する際のワークフローの概要
CV-UHD ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 CV-UHD メディア プレーヤーのサイズ（21 ページ）

 CV-UHD メディア プレーヤーのポート（22 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 3 メディア プレーヤーの LED（34 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

DMP-2K ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 DMP-2K メディア プレーヤーのサイズ（24 ページ）

 DMP-2K メディア プレーヤーのポート（25 ページ）。

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 2 メディア プレーヤーの LED（32 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

SV-4K ハードウェアについて理解する  デジタル メディア プレーヤーの動作環境（14 ページ）

 SV-4K メディア プレーヤーのサイズ（26 ページ）

 SV-4K メディア プレーヤーのポート（26 ページ）。

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）

 シリーズ 2 メディア プレーヤーの LED（32 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定（36 ページ）

シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 の機能
について理解する

 Cisco Vision Dynamic Signage DirectorDMP のソフトウェア機能
マップ（37 ページ）。

 サポート対象外の DMP ハードウェア機能（38 ページ）。

プレーヤー間の違いを理解する デジタル メディア プレーヤーに関する主な考慮事項（39 ページ）

導入のベスト プラクティスを確認する DMP 導入のベスト プラクティス（42 ページ）

導入前の設置場所の計画と構成を実行する デジタル メディア プレーヤーの導入計画（43 ページ）

表 1 開始前タスクの概要（続き）

開始前タスク 詳細については、次の付録および項を参照してください。
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デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの動作環境
デジタル メディア プレーヤーの動作環境
表 2（14 ページ）で、シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 メディア プレーヤーの適切な動作に対応した環境について説明し
ます。

注意：いかなる場合も DMP に結露が発生しないようにしてください。DMP の上に飲食物をこぼさないでください。DMP の
電源を入れる前にデバイスを室温と同じ温度にして、内部に結露が発生する可能性を排除してください。

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
ここでは、シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 の各メディア プレーヤーのサイズおよびポートについて説明します。

 CV-HD2 メディア プレーヤー（15 ページ）

 CV-UHD2 メディア プレーヤー（17 ページ）

 CV-HD メディア プレーヤー（19 ページ）

 CV-UHD メディア プレーヤー（21 ページ）

 DMP-2K メディア プレーヤー（24 ページ）

 SV-4K メディア プレーヤー（26 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報（28 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン（30 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの LED（32 ページ）

注：詳細な仕様情報については、DMP 固有のデータシートを参照してください。Cisco Vision デジタル メディア プレーヤー
のデータシートを参照してください。

表 2 シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 DMP でサポートされる動作環境

動作時の環境 サポートされる条件

温度 0 ～ 70 °C

湿度 最大相対湿度 90 %（結露しないこと）
14

https://www.cisco.com/c/en/us/products/video/stadiumvision/datasheet-listing.html


  

デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
CV-HD2 メディア プレーヤー

CV-HD2 メディア プレーヤーのサイズ

図 1 CV-HD2 のサイズ

CV-HD2 メディア プレーヤーのポート

図 2 CV-HD2 の前面ポート
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デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
1. 電力が 15 W にネゴシエーションされると、CV-HD2 のサービスが制限されます。HDMI-In ポートがシャットダウンされ、1 つの CPU が
使用不能になります。タッチ スクリーンのサポートに USB を使用している場合、USB ポートの電力がかなり減少して高電力デバイスの
サポートに影響します。

2. 警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 動作に適し
た電力を割り当てます。

図 3 CV-HD2 の背面ポート
CV-HD2 の背面ポート

表 3 CV-HD2 の前面ポートの説明

名前/説明 使用法

PoE イーサネット

RJ-45 1000 BASE-T イーサネッ
ト ポート

15 W または 30 W の PoE+ ダイナミック ネゴシエーション用にスイッチ ネッ
トワークに接続します。

microSD スロット 最大 32 GB の SDHC ストレージ、最大 2 TB の SDXC ストレージ
HDMI HDMI In

HDMI対応の送信元からデジタル音声/ビデオ コンテンツを受信する HDMI 入
力コネクタ（HDMI 2.0 デバイスと互換性がある）。

シグナリングは、DVI 1.0、HDMI 1.4、および HDCP 2.2 の標準に準拠しています。
USB USB 2.0 高速ポート（タイプ A）
SVC サービスのみに使用されます。

リセット リセット ボタンはリセット回線に接続されています。リセット ボタンを押す
とシステム ソフトウェアに最初の信号が送信され、リセット ボタンを約 4 秒
間押し続けるとハード リセットが実行されます。

12 V 1.5 A PoE 15 W

表 4 CV-HD2 の背面ポートの説明

名前/説明 使用法

音声 3.5 mm オーディオ出力（デジタルおよびアナログ）
IR 3.5 mm IR 入出力

シリアル GPIO（12 ピン）
Pwr ボードの電源が投入されてリセット モードではない場合に点灯します。ファー

ムウェアの更新プロセス中に点滅します。

Bsy（緑）：ファイルシステム アク
ティビティ 

いずれかのストレージ デバイス上にファイルシステム アクティビティが存在
すると点滅します。

WiFi プレーヤーがワイヤレス ネットワークに接続しているときに点滅します。接続
時に表示されます。

Err 特定の回数点滅することで、発生しているエラーの種類を示します。エラー 
コードについては、表 22（35 ページ）を参照してください。
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デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
CV-UHD2 メディア プレーヤー

CV-UHD2 メディア プレーヤーのサイズ

図 4 CV-UHD2 のサイズ

CV-UHD2 メディア プレーヤーのポート

図 5 CV-UHD2 の前面ポート
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デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
1. 電力が 15 W にネゴシエーションされると、CV-UHD2 のサービスが制限されます。HDMI-In ポートがシャットダウンされ、1 つの CPU 
が使用不能になります。タッチ スクリーンのサポートに USB を使用している場合、USB ポートの電力がかなり減少して高電力デバイス
のサポートに影響します。15 W のみを使用できる場合、USB ポートの I/O 機能は維持されますが、電力出力が 100 mA/ポートに制限さ
れます。さらに、HDMI-In はサポートされず、グラフィックのパフォーマンスが低下します。

2. 警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 動作に適し
た電力を割り当てます。

注：この DMP では Wi-Fi はサポートされません。

表 5 CV-UHD2 の前面ポートの説明

名前/説明 使用法

microSD

Pwr（緑）LED ボードの電源が投入されてリセット モードではない場合に点灯します。ファー
ムウェアの更新プロセス中に点滅します。

BSy（緑）LED いずれかのストレージ デバイス上にファイルシステム アクティビティが存在
すると点滅します。

WiFi（青）LED プレーヤーがワイヤレス ネットワークに接続しているときに点滅します。接続
時に表示されます。

Err（赤）LED 特定の回数点滅することで、発生しているエラーの種類を示します。フラッ
シュ コードについては、表 22（35 ページ）を参照してください。

HDMI 出力 HDMI 出力

デジタル音声/ビデオ コンテンツを送信する高精細度マルチメディア インター
フェイス（HDMI）出力コネクタ（HDMI 2.0 デバイスと互換性がある）。

HDMI In HDMI In

HDMI対応の送信元からデジタル音声/ビデオ コンテンツを受信する HDMI 入
力コネクタ（HDMI 2.0 デバイスと互換性がある）。

シグナリングは、DVI 1.0、HDMI 1.4、および HDCP 2.2 の標準に準拠しています。

USB 2.0（タイプ C） メモリ スティックやマウスなどの小型デバイス用の 1 A 電力。
SVC サービス（SVC）ボタンは、OS の専用 GPIO ボタン（GPIO12）を提供します。

SVC ボタンを押すと、ピンが下がります。逆に、ボタンを離すとピンが上がり
ます。

リセット リセット ボタンはリセット回線に接続されています。リセット ボタンを押す
とシステム ソフトウェアに最初の信号が送信され、リセット ボタンを約 4 秒
間押し続けるとハード リセットが実行されます。

PoE イーサネット1

RJ-45 1000 BASE-T イーサネッ
ト ポート2

PoE+ 30 W のネゴシエーション済み電力予約のためにスイッチ ネットワーク
に接続します。起動には 15 W 必要です。
18



  

デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
図 6 CV-UHD2 の背面ポート

警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 
動作に適した電力（30 W）を割り当てて、LLDP を使用します。

CV-HD メディア プレーヤー

図 7 CV-HD のサイズ

表 6 CV-UHD2 の背面ポートの説明

名前/説明 使用法

[音声（Audio）] 3.5 mm オーディオ出力（デジタル オプティカルおよびアナログ）。

USB 2.0（タイプ A） メモリ スティックやマウスなどの小型デバイス用の 1.5 A 電力。
IR 3.5 mm IR 入出力。

シリアル 3.5 mm RS-232 シリアル ポート。
GPIO 3.3 V GPIO（12 ピン）。

電源コネクタ
36 W（12 V/3 A）

注：Cisco Vision Dynamic Signage Director の実稼働では使用しません。

CV-UHD2 は、Cisco Vision Dynamic Signage Director でのイーサネット ポー
トを経由した Power over Ethernet（PoE+）の使用に適しています。
19



デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
CV-HD メディア プレーヤーのサイズ

図 8 CV-HD のサイズ

CV-HD メディア プレーヤーのポート

図 9 CV-HD メディア プレーヤーの前面ポート

表 7 CV-HD の前面ポートの説明

名前/説明 使用法

12 V 1.5 A DMP に電力を供給する
HDMI HDCP 対応ラップトップなどのデバイスに接続する
USB USB 2.0（タイプ A）
SVC GPIO（12 ピン）

リセット リセット ボタンはリセット回線に接続されています。リセット ボタンを押す
とシステム ソフトウェアに最初の信号が送信され、リセット ボタンを約 4 秒
間押し続けるとハード リセットが実行されます。

PoE イーサネット RJ45 LAN、Wi-Fi アンテナ コネクタ（2/2）
20



  

デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
図 10 CV-HD メディア プレーヤーの背面ポート

CV-UHD メディア プレーヤー

CV-UHD メディア プレーヤーのサイズ

図 11 CV-UHD のサイズ

表 8 CV-HD の背面ポートの説明

名前/説明 使用法

[音声（Audio）] 3.5 mm オーディオ出力。
IR 3.5 mm IR 入出力。
Serial RS-232 コマンドで TV を制御するために TV シリアル ポートに接続します。
Err LED 特定の回数点滅することで、発生しているエラーの種類を示します。フラッ

シュ コードについては、表 21（34 ページ）を参照してください。
Pwr （緑）：デバイスの電源が投入されてリセット モードではない場合に点灯します。
Bsy （緑）：ファイルシステム アクティビティがある場合に点滅します。
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デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
CV-UHD メディア プレーヤーのポート

図 12 CV-UHD の前面パネル

表 9 CV-UHD の前面ポートの説明

番号 名前/説明 使用法

1 LED の列

シリーズ 3 メディア プレーヤーの LED（34 ページ）
を参照してください。

動作ステータスを確認します。

2 MicroSD サポート対象外

3 HDMI 出力

デジタル音声/ビデオ コンテンツを送信する高精細
度マルチメディア インターフェイス（HDMI）出力コ
ネクタ（HDMI 2.0 デバイスと互換性がある）。

TV の HDMI 入力ポートに接続します。

4 HDMI In

HDMI対応の送信元からデジタル音声/ビデオ コン
テンツを受信する HDMI 入力コネクタ（HDMI 2.0 
デバイスと互換性がある）。

シグナリングは、DVI 1.0、HDMI 1.4、および 
HDCP 2.2 の標準に準拠しています。

HDCP 対応ラップトップなどのデバイスに接続します。

5 USB：2.0 タイプ A タッチスクリーンのみタイプ C。
6 SVC サービスのみに使用されます。

7 リセット リセット ボタンはリセット回線に接続されています。リセッ
ト ボタンを押すとシステム ソフトウェアに最初の信号が
送信され、リセット ボタンを約 4 秒間押し続けるとハード 
リセットが実行されます。

8 PoE イーサネット 12 V/3 A（PoE+ 30 W）1

RJ-45 1000 BASE-T イーサネット ポート2

15 W または 30 W の PoE+ ダイナミック ネゴシエーショ
ン用にスイッチ ネットワークに接続します。
22



  

デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
1. 電力が 15 W にネゴシエーションされると、CV-UHD のサービスが制限されます。PoE を介して 15 W のみがネゴシエーションされ
た場合、DMP は引き続き動作しますが、グラフィック クロック速度と処理パフォーマンスが低下し、USB ポートの電力出力はポートあ
たり 100 mA に制限され、HDMI-In は無効になります。

2. 警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 動作に適し
た電力を割り当てます。

図 13 CV-UHD の背面ポート
l

表 10 CV-UHD の背面ポートの説明

番号 名前/説明 使用法

1 Audio1

アナログ ステレオ信号用の 3.5 mm オーディオ コ
ネクタ（メス）。

デバイスから TV への HDMI-DVI 接続など、オーディオがサ
ポートされない接続にのみ必要です。
デジタル音声を出力する「Mini Toslink」コネクタにも対応し
ています。
3.5 mm オーディオ出力（デジタル オプティカルおよびアナ
ログ）。

2 USB
USB 2.0 タイプ C ポート。

Cisco Vision Dynamic Signage Director でのタッチ スク
リーン ディスプレイの使用のみが対象です。

3 IR

3.5 mm 赤外線入出力。

シリーズ 3 メディア プレーヤーに赤外線レシーバは内蔵さ
れていません。赤外線リモコンを利用するには、付属の IR 
エクステンダ ケーブルを使用します。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
DMP-2K メディア プレーヤー

DMP-2K メディア プレーヤーのサイズ 

図 14 DMP-2K のサイズ

4 シリアル（TTL）2

TTL（Transistor-Transistor Logic）を使用する 
3.5 mm 汎用非同期送受信器（UART）（非同期シリ
アル）インターフェイス（1/8 インチ ジャック）。

RS-232 コマンドで TV を制御するために TV シリアル 
ポートに接続します。

5 GPIO

汎用入出力。

サポートされていません。

6 電源コネクタ 

定格 12V 3A。

CV-UHD は、Cisco Vision Dynamic Signage Director での
イーサネット ポートを経由した Power over Ethernet
（PoE）の使用に適しています。3

1. アナログ オーディオ出力ポートは、商用スピーカー システムなどで、より高いオーム範囲の回線レベル インピーダンスを実現するよう
に設計されています。ヘッドフォンは一般的にオームが低いため、このポートでの使用は推奨されません。

2. DMP シリアル インターフェイスはピン 1（チップ）で送信してピン 2（リング）で受信し、スリーブはアース接続されます。
3. Cisco Vision Dynamic Signage Director での実稼働用ではありません。警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を

供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 動作に適した電力（30 W）を割り当てて LLDP を使用します。

表 10 CV-UHD の背面ポートの説明（続き）

番号 名前/説明 使用法
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
DMP-2K メディア プレーヤーのポート 

図 15 DMP-2K の前面パネル 

図 16 DMP-2K の背面パネル

表 11 DMP-2K の前面パネル ポートの説明

ポート名 使用法 説明

Audio1
デバイスから TV への HDMI-DVI 接続など、オー
ディオがサポートされない接続にのみ必要です。

アナログ ステレオ信号用の 3.5 mm オーディオ コ
ネクタ（メス）。

IR DMP-2K に赤外線レシーバは内蔵されていません。
赤外線リモコンを利用するには、付属の IR エクステ
ンダ ケーブルを使用する必要があります。

3.5 mm 赤外線入出力。

RS-232 RS-232 コマンドで TV を制御するために TV シリ
アル ポートに接続します。

DE-9 コネクタ（オス）付きの RS-232 シリアル 
インターフェイス。この接続は TV 制御に使用さ
れます。

1. アナログ オーディオ出力ポートは、商用スピーカー システムなどで、より高いオーム範囲の回線レベル インピーダンスを実現するように設
計されています。ヘッドフォンは一般的にオームが低いため、このポートでの使用は推奨されません。

表 12 DMP-2K の背面パネル ポートの説明

ポート名 使用法 説明

12V 5A Cisco Vision Dynamic Signage Director での実稼働
では使用しません。

注：DMP-2K は、Cisco Vision Dynamic Signage 
Director でのイーサネット ポートを経由した 
Power over Ethernet（PoE）の使用に適しています。

60 ワット/12 ボルト/5 アンペアの電源。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
SV-4K メディア プレーヤー

SV-4K メディア プレーヤーのサイズ

図 17 SV-4K のサイズ

SV-4K メディア プレーヤーのポート

図 18 SV-4K の前面パネル

SPDIF Cisco Vision Dynamic Signage Director によって 
SPDIF ポートにルーティングされたプライマリ ビ
デオの音声を提供します。

Sony/Phillips Digital Interface。

HDMI TV の HDMI 入力ポートに接続します。 デジタル音声/ビデオ コンテンツを送信する高精
細度マルチメディア インターフェイス（HDMI）出
力コネクタ。

USB 3.0 サポートされていません。 1 つの USB 3.0 ポート（下位互換性あり）。
Ethernet PoE+ のスイッチ ネットワークに接続します。 10/100/1000 Base-T イーサネット ポート

（RJ-45）。

表 12 DMP-2K の背面パネル ポートの説明（続き）

ポート名 使用法 説明
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
図 19 SV-4K の背面パネル

表 13 SV-4K の前面パネル ポートの説明

ポート名 使用法 説明

Audio1
デバイスから TV への HDMI-DVI 接続など、オー
ディオがサポートされない接続にのみ必要です。

アナログ ステレオ信号用の 3.5 mm オーディオ コ
ネクタ（メス）。

IR SV-4K に赤外線レシーバは内蔵されていません。赤
外線リモコンを利用するには、付属の IR エクステン
ダ ケーブルを使用する必要があります。

3.5 mm 赤外線入出力。

Serial RS-232 コマンドで TV を制御するために TV シリ
アル ポートに接続します。

DE-9 コネクタ（オス）付きの RS-232 シリアル 
インターフェイス。この接続は TV 制御に使用さ
れます。

USB サポートされていません。 USB 2.0 ポート。

1. アナログ オーディオ出力ポートは、商用スピーカー システムなどで、より高いオーム範囲の回線レベル インピーダンスを実現するように設
計されています。ヘッドフォンは一般的にオームが低いため、このポートでの使用は推奨されません。

表 14 SV-4K の背面パネル ポートの説明

ポート名 使用法 説明

12V 5A Wi-Fi 接続で SV-4K を実行する場合に必要です。

注：最初に、Cisco Vision Dynamic Signage Director で行っ
た Wi-Fi の設定を使用して、SV-4K を PoE+ でプロビジョニ
ングする必要があります。『How to Deploy WiFi Network 
Connectivity on the SV-4K』を参照してください。

60 ワット/12 ボルト/5 アンペアの電源。

SPDIF Cisco Vision Dynamic Signage Director によって 
SPDIFポートにルーティングされたプライマリ ビデオの音
声を提供します。

Sony/Phillips Digital Interface。

HDMI出力 TV の HDMI 入力ポートに接続します。 デジタル音声/ビデオ コンテンツを送信する高精
細度マルチメディア インターフェイス（HDMI）出
力コネクタ。

HDMI入力 HDCP 対応ラップトップなどのデバイスに接続します。 HDMI対応の送信元からデジタル音声/ビデオ コン
テンツを受信する HDMI 入力コネクタ。

USB 3.0 A
USB 3.0 B

USB ポートは機能しますが、3.0 ではサポートされていま
せん。

2 つの USB 3.0 ポート（下位互換性あり）。

Ethernet PoE+ のスイッチ ネットワークに接続します。 10/100/1000 Base-T イーサネット ポート
（RJ-45）。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
警告：AC 電源ケーブルを使用してネットワーク ポートに電力を供給しないでください。PoE を使用する場合は、最適な DMP 
動作に適した電力（30 W）を割り当てて、LLDP を使用します。

デジタル メディア プレーヤーのケーブルに関する情報
表 15（28 ページ）で、DMP-2K および SV-4K ハードウェアに付属しているケーブルについて説明します。

表 16（28 ページ）で、CV-HD および CV-UHD ハードウェアに付属しているケーブルについて説明します。

表 17（28 ページ）で、CV-HD2 および CV-UHD2 ハードウェアに付属しているケーブルについて説明します。

表 15 シリーズ 2 ハードウェア付属ケーブル

ケーブル 長さ 目的

メス/メス シリアル アダプタ 2 m シリアル デバイス接続の場合に必要です。
HDMI/HDMI 2 m （必須）デジタル オーディオおよびビデオをサポートするた

めに、HDMI出力（オス）を TV の HDMI 入力（オス）ポートに
接続します。HDMI バージョン 1.4 に準拠します。

RS-232 DE-9 DCE/DTE ストレート 
ケーブル

2 m （RS-232 を使用した TV 制御に必要）DMP シリアル DTE
（オス）ポートと TV のシリアル DCE（メス）ポートを接続し
ます。

IR エクステンダ 2 m （赤外線リモコンの場合に必要）デバイスの赤外線信号レ
シーバとして機能するように、DMPの前面パネルにある 
IR ポートに接続します。

表 16 シリーズ 3 ハードウェア付属ケーブル

ケーブル 長さ 目的

メス/メス シリアル アダプタ 2 m シリアル デバイス接続の場合に必要です。
HDMI/HDMI 2 m （必須）デジタル オーディオおよびビデオをサポートするた

めに、HDMI出力（オス）を TV の HDMI 入力（オス）ポートに
接続します。HDMI バージョン 1.4 に準拠します。

3.5 mm のオス型 DB-9 シリアル ア
ダプタ

2 m （RS-232 を使用した TV制御に必要）DMP 3.5 mm シリア
ル ポートと TV のシリアル DCE（メス）ポートを接続します。

IR エクステンダ 2 m （赤外線リモコンの場合に必要）デバイスの赤外線信号レ
シーバとして機能するように、DMPの前面パネルにある 
IR ポートに接続します。

表 17 シリーズ 4 ハードウェア付属ケーブル

ケーブル 長さ 目的

メス/メス シリアル アダプタ 2 m シリアル デバイス接続の場合に必要です。
HDMI/HDMI 2 m （必須）デジタル オーディオおよびビデオをサポートするた

めに、HDMI 出力（オス）を TV の HDMI 入力（オス）ポートに
接続します。HDMI バージョン 1.4 に準拠します。

3.5 mm のオス型 DB-9 シリアル 
アダプタ

2 m （RS-232 を使用した TV制御に必要）DMP 3.5 mm シリアル 
ポートと TV のシリアル DCE（メス）ポートを接続します。

IR エクステンダ 2 m （赤外線リモコンの場合に必要）デバイスの赤外線信号レ
シーバとして機能するように、DMP の前面パネルにある 
IR ポートに接続します。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
ケーブルに関するその他の考慮事項

シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 DMP を TV に接続するために必要な追加のアダプタまたはケーブル タイプを入手するた
めに、既存のテレビで使用可能なポートを確認してください。RX ピンと TX ピンは TV メーカーによって異なり、ヌル モデム 
アダプタが必要な場合があります。複数の TV を制御するために RS232 スプリッタを使用することは推奨されません。ベス
ト プラクティスは、DMP と TV の 1 対 1 のマッピングです。HDMI の場合、スプリッタは使用できません。

イーサネット ケーブル

長さが 100 m 以下の標準カテゴリ 5e または 6 のケーブルを使用します。

ヌル モデム（クロス）ケーブル

シリーズ 2 DMP は、DTEシリアル デバイスです。したがって、TV にも DTE（オス）シリアル ポートがある場合は、TV 制御接
続にヌル モデム（クロス）ケーブルを使用します。

HDMI-DVIアダプタ

TVで HDMI In 入力がサポートされていない場合、DMP に付属している標準的な HDMI/HDMI ケーブルを使用することはで
きません。ただし、TVが DVI-D 接続に対応している場合は、HDMIケーブル用の DVIアダプタを入手して HDMI-DVI接続を
利用できます。

このタイプの接続はビデオのみをサポートするため、音声サポートが必要な場合は、DMP 音声ポートを TV のオーディオ入力
ポートに接続する必要もあります。

その他の HDMIケーブル アダプタ 

デジタル メディア プレーヤーに付属している HDMI ケーブルは HDMI バージョン 1.4 に準拠します。他のケーブル アダプ
タを使用する場合、UHD ビデオ コンテンツをサポートするには、アダプタが HDMI バージョン 1.4 に対応していることを確
認してください。

オーディオ ケーブル

通常、オーディオ ケーブルは必要ありません。ただし、SV-4K への音声接続を確立することが必要になる場合があります。

 SV-4K と TV を HDMI-DVI 接続する必要がある場合（ビデオしかサポートされないため）。

 特定のエリア内で音声を配信する際に、外部の音声配信機器を接続する必要がある場合。

シリーズ 2 DMP の RS-232 シリアル ピン割り当て

表 18（29 ページ）で、シリーズ 2 DMP の前面パネルにある DE-9 シリアル コネクタのピン割り当てについて説明します。

表 18 シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 シリアル DE-9 のピン割り当て

ピン 説明 ピン 説明

1 NC 2 デバイスへのデータを受信する

3 デバイスからデータを送信する 4 500 mA で 5 V 使用可能
5 接地 6 NC

7 RTS 8 CTS

9 NC
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
 シリーズ 2 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン（30 ページ）

 シリーズ 3 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン（31 ページ）

 シリーズ 4 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン（31 ページ）

シリーズ 2 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン

シリーズ 2 メディア プレーヤーを取り付ける前に、次のガイドラインを考慮してください。

 Sunbrite には適合しません。

 取り付けブラケットを含む完全なサイズ（幅/高さ/奥行）は次のとおりです。

DMP-2K 

— 196.20 mm/37.00 mm/169.45 mm 

— 7.72 インチ/1.46 インチ/6.67 インチ 

SV-4K 

— 196.20 mm/61.65 mm/169.45 mm 

— 7.72 インチ/2.43 インチ/6.67 インチ

— ブラケットの長さは、164.15 mm（6.46 インチ）です。

 重量：

— DMP-2K：850.5 g（1 ポンド 14 オンス）

— SV-4K：1020.6 g（2 ポンド 4 オンス）

 デバイスの両側にあるブラケットで直径 3.5 ～ 4.2 mm のネジを 4 本（各ブラケット スロットに 1 本）使用して壁に取
り付けます。

 トラブルシューティング時に LED を確認できるように、右の側面パネルはふさがないでください。

 すべての換気口で適切に冷却が行われていることを確認します。

 赤外線サポートに必要な IR エクステンダ ケーブルを使用できる場所を選択します。DMP に IR レセプタは組み込まれて
いません。

注意：空調設備のコンセントまたはダクトの結露がデバイス上に落ちる可能性がある場所の周辺に DMP を取り付けな
いでください。湿気はユニットで障害や予期しない動作が発生する原因になる可能性があるため、避けることが推奨さ
れます。

注：テスト済みの範囲は約 20 フィートです。この範囲を実現するには、レシーバを外向きに配置してください。レシーバ
は密閉されていて目視できません。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
シリーズ 3 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン

シリーズ 3 メディア プレーヤーを取り付ける前に、次のガイドラインを考慮してください。

 取り付けブラケットを含む完全なサイズ（幅/高さ/奥行）は次のとおりです。

CV-HD 

— 160.00 mm/21.00 mm/144.44 mm 

— 6.30 インチ/0.83 インチ/5.69 インチ 

— 取り付け穴の深さは、ボックスの表面から 20.98 mm（0.82 インチ）です。

CV-UHD 

— 204.35 mm/21.00 mm/179.92 mm 

— 7.08 インチ/0.83 インチ/7.08 インチ

— 取り付け穴の深さは、ボックスの表面から 30.94 mm（1.22 インチ）です。

 重量：

— CV-HD：340.1 g（12 オンス）

— CV-UHD：567 g（1 ポンド 4 オンス）

 前後の取り付け穴で直径 3.5 ～ 4.2 mm のネジを 4 本（各穴に 1 本）使用して壁に取り付けます。

 すべての換気口で適切に冷却が行われていることを確認します。

 赤外線サポートに必要な IR エクステンダ ケーブルを使用できる場所を選択します。DMP に IR レセプタは組み込まれて
いません。

注意：空調設備のコンセントまたはダクトの結露がデバイス上に落ちる可能性がある場所の周辺に DMP を取り付けないで
ください。湿気はユニットで障害や予期しない動作が発生する原因になる可能性があるため、避けることが推奨されます。

注：テスト済みの範囲は約 20 フィートです。この範囲を実現するには、レシーバを外向きに配置してください。レシーバ
は密閉されていて目視できません。

シリーズ 4 メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン

シリーズ 4 メディア プレーヤーを取り付ける前に、次のガイドラインを考慮してください。

 取り付けブラケットを含む完全なサイズ（幅/高さ/奥行）は次のとおりです。

CV-HD2 

— 159.92 mm/21.00 mm/144.15 mm 

— 6.29 インチ/0.83 インチ/5.67 インチ 

— 取り付け穴の深さは、ボックスの表面から 25.93 mm（1.02 インチ）です。

CV-UHD2 

— 179.92 mm/21.00 mm/204.36 mm 

— 7.08 インチ/0.83 インチ/8.04 インチ

— 取り付け穴の深さは、ボックスの表面から 25.94 mm（1.02 インチ）です。
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デジタル メディア プレーヤーの物理特性
 重量：

— CV-HD2：340.1 g（12 オンス）

— CV-UHD2：567 g（1 ポンド 4 オンス）

 前後の取り付け穴で直径 3.5 ～ 4.2 mm のネジを 4 本（各穴に 1 本）使用して壁に取り付けます。

 すべての換気口で適切に冷却が行われていることを確認します。

 赤外線サポートに必要な IR エクステンダ ケーブルを使用できる場所を選択します。DMP に IR レセプタは組み込まれて
いません。

注意：空調設備のコンセントまたはダクトの結露がデバイス上に落ちる可能性がある場所の周辺に DMP を取り付けな
いでください。湿気はユニットで障害や予期しない動作が発生する原因になる可能性があるため、避けることが推奨さ
れます。

注：テスト済みの範囲は約 20 フィートです。この範囲を実現するには、レシーバを外向きに配置してください。レシーバ
は密閉されていて目視できません。

デジタル メディア プレーヤーの LED

シリーズ 2 メディア プレーヤーの LED

シリーズ 2 メディア プレーヤーには、デバイスの右側パネルに 8 個（4 個ずつ 2 列）の LED があります。図 20（32 ページ）は、
Cisco Vision Dynamic Signage Director ネットワーク上にあるデバイスの通常の動作を示しています。

注：一部の LED は、Cisco Vision Dynamic Signage Director で使用できないハードウェア機能に適用されます。

図 20 シリーズ 2 メディア プレーヤーの LED

1 Svr：該当なし。 2 WiFi：（SV-4K のみ）プレーヤーがワイヤレス ネットワーク
に接続しているときに点滅します。接続時に表示されます。

3 Eth（緑）：イーサネット ネットワークに接続すると
点滅します。接続時に表示されます。

4 μSD：該当なし。

5 Err（赤）：特定の回数点滅してエラーを示します
（表 19（33 ページ））。

6 Upd（黄）：デバイスのアップグレード時に点滅します。

アップデートとエラーの LED が同様に点滅した場合は、
ファームウェア アップデート中にエラーが発生したことを
示しています（表 20（33 ページ））。

7 Pwr（緑）：デバイスの電源が投入されてリセット 
モードではない場合に表示されます。

8 Bsy（緑）：ファイルシステムのアクティビティがある場合に
点滅します。
32



  

デジタル メディア プレーヤーの概要
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表 19 シリーズ 2 メディア プレーヤーのエラー（Err）LED の説明

エラー LED 
（点滅回数）

説明

2 詳細不明のエラー。

3 デバイスはネットワーク リカバリ モードであり、DHCP オプション 43 を使用して Cisco Vision 
Dynamic Signage Director にプロビジョニングを問い合わせています。

4 アップグレード ファイルが見つかりません。
5 カーネル モジュールのロードに失敗しました。

または
OS の初期化に失敗しました（Init シェル スクリプトが失敗しました）。

6 ボードで現在のファームウェア バージョンを実行できません。
7 オンボード ハードウェアが正しく動作していません。
8 （該当なし）ストレージ デバイス（USB または SD カード）に関連した問題。
9 レジストリ/NAND に関連した問題。
10 Autorun スクリプトのロード/実行エラーが発生しました。
11 Wi-Fi 関連のエラー。
12 ブート可能イメージが見つかりません。

13 ルート ファイル システムで、ファイル システムが改ざんされているかどうかを検出するために
使用する検証が失敗しました。このエラー コードを示しているユニットを回復するには、セーフ 
モードを使用して更新を実行します。

14 ブート ローダの障害。

表 20 シリーズ 2 メディア プレーヤーのアップデート（Upd）LED の説明

エラー LED 
（点滅回数）

説明

2 削除に失敗しました。

3 書き込みに失敗しました

4 確認に失敗しました。

5 UBI パーティションが見つかりませんでした。
6 セキュアブートが有効になっているユニットに未署名の CFE を書き込もうとしています。
7 UBI パーティションが見つかりませんでした。
8 UBI パーティションの作成/追加に失敗しました。
9 予期しないエラーが発生しました。

10 アップグレード スクリプトが異常終了しました。
11 アップグレードに想定よりも長い時間がかかっています。

12 更新は完了しましたが、更新ファイルを削除できませんでした。
33



デジタル メディア プレーヤーの概要

 

デジタル メディア プレーヤーの物理特性
シリーズ 3 メディア プレーヤーの LED

シリーズ 3 メディア プレーヤーには、デバイスの前面左パネルに 1 列の LED があります。CV-UHD メディア プレーヤーに
は、Wi-Fi サポート用の追加 LED があります（図 21（34 ページ））。

図 21 シリーズ 3 の LED

1 Err（赤）：特定の回数点滅してエラーを示します
（表 21（34 ページ））。

2 WiFi：（CV-UHD のみ）プレーヤーがワイヤレス ネット
ワークに接続しているときに点滅します。接続時に表示さ
れます。

注：Wi-Fi のサポートは CV-UHD のみで注文可能です。メ
ディア プレーヤーにデフォルトで付属しているものではあ
りません。

3 Pwr（緑）：ボードの電源が投入されてリセット 
モードではない場合に表示されます。ファーム
ウェアの更新プロセス中に点滅します。

4 Bsy（緑）：ファイルシステムのアクティビティがある場合に
点滅します。

表 21 シリーズ 3 メディア プレーヤーのエラー（Err）LED の説明

エラー LED 
（点滅回数）

説明

2 詳細不明のエラー。

3 デバイスはネットワーク リカバリ モードであり、DHCP オプション 43 を使用して Cisco Vision 
Dynamic Signage Director にプロビジョニングを問い合わせています。

4 アップグレード ファイルが見つかりません。
5 カーネル モジュールのロードに失敗しました。

または

OS の初期化に失敗しました（Init シェル スクリプトが失敗しました）。
6 ボードで現在のファームウェア バージョンを実行できません。
7 オンボード ハードウェアが正しく動作していません。
8 USB デバイスまたは SD カードに関連した問題。
9 レジストリ/NAND に関連した問題。
10 Autorun スクリプトのロード/実行エラーが発生しました。
11 Wi-Fi 関連のエラー。
12 ブート可能イメージが見つかりません。
34



  

デジタル メディア プレーヤーの概要

Cisco Vision Dynamic Signage Director の赤外線リモコン
シリーズ 4 メディア プレーヤーの LED

シリーズ 4 デジタル メディア プレーヤーには、デバイスの前面パネルに 1 列の LED があります。

Cisco Vision Dynamic Signage Director の赤外線リモコン
すべてのメディア プレーヤーで同じ赤外線リモコン デバイス（図 22（36 ページ））が使用されます。赤外線リモコンの一般的
な用途は TV制御です。ただし、TV制御に赤外線リモコンを使用しない場合でも、赤外線リモコンをメディア プレーヤーのト
ラブルシューティング情報の取得にも使用できることは理解しておく必要があります。

注：赤外線リモコンは Cisco Vision Dynamic Signage Directorメディア プレーヤーに自動的に付属することはなく、個別に
発注する必要があります。赤外線リモコン デバイスを注文するには、使用可能な IR リモート ソリューションについてシスコ
営業担当者にお問い合わせください。

図 22（36 ページ）に Cisco Vision Dynamic Signage Director 赤外線リモコンの各ボタンの説明を示します。

表 22 シリーズ 4 メディア プレーヤーのエラー（Err）LED の説明

エラー LED 
（点滅回数）

説明

2 詳細不明のエラー。

3 デバイスはネットワーク リカバリ モードであり、DHCP オプション 43 を使用して Cisco Vision 
Dynamic Signage Director にプロビジョニングを問い合わせています。

4 アップグレード ファイルが見つかりません。
5 カーネル モジュールのロードに失敗しました。

または
OS の初期化に失敗しました（Init シェル スクリプトが失敗しました）。

6 ボードで現在のファームウェア バージョンを実行できません。
7 オンボード ハードウェアが正しく動作していません。
8 （該当なし）ストレージ デバイス（USB または SD カード）に関連した問題。
9 レジストリ/NAND に関連した問題。

10 Autorun スクリプトのロード/実行エラーが発生しました。
11 Wi-Fi 関連のエラー。
12 ブート可能イメージが見つかりません。
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デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定
図 22 Cisco Vision Dynamic Signage Director 赤外線リモコンのボタンの説明

赤外線リモコン センサーと IR エクステンダ
Cisco DMP 4310G とは異なり、シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 デジタル メディア プレーヤーには独自の IR レシーバは
ありません。IR エクステンダが必要です。詳細については、デジタル メディア プレーヤーの取り付けに関するガイドライン
（30 ページ）を参照してください。

赤外線リモコンは重要なトラブルシューティング ツールでもあるため、通常の操作には不要でも、すべてのメディア プレー
ヤーを IR 制御可能な状態にしておくことが重要です。赤外線リモコンの詳細については、シスコ営業担当者に使用可能な IR 
リモート ソリューションをお問い合わせください。

デジタル メディア プレーヤーのデフォルト設定
デバイスは、工場出荷時に特定のデフォルト設定が行われています。スタートアップ シーケンスの実行時および Cisco Vision 
Dynamic Signage Director との通信時に、シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 のデフォルト設定が変更されます。

DMP での RS-232 デフォルト設定
Cisco Vision Dynamic Signage Director から HTML ランタイム モジュールを処理すると、DMP に次の RS-232 デフォルト
設定が行われます。

注：DMP は、ほとんどの TV に適合するデフォルト設定を使用します。

 ボー：9600（工場出荷時は 115200 です）

 パリティ：なし

 データ ビット：8

 ストップ ビット：1

 フロー制御：なし（工場出荷時はハードウェア フロー制御のみ）

DMP の新しい RS-232 コマンドの詳細については、付録 B：デジタル メディア プレーヤーのディスプレイ パラメータ
（77 ページ）を参照してください。
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その他のデフォルト設定

シリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 メディア プレーヤーでは、デフォルトで次の機能が無効になっています。

 セキュア シェル（SSH）

デジタル メディア プレーヤーの機能の概要
この項では、次のトピックについて取り上げます。

 Cisco Vision Dynamic Signage DirectorDMP のソフトウェア機能マップ（37 ページ）

 サポート対象外の DMP ハードウェア機能（38 ページ）

Cisco Vision Dynamic Signage DirectorDMP のソフトウェア機能マップ
次の表に、Cisco Vision Dynamic Signage Director の特定の DMP モデルでのみサポートされる機能の一部を示します。

1. デュアル 4K 解像度のビデオ リージョンはサポートされていません。
2. デフォルトの HDMI-In チャンネル 0 を追加するためにリリース 6.0 で機能強化されました。
3. HDCP 対応デバイスおよびコンテンツ向け。

次の表に、リリースのすべてのメディア プレーヤーでグローバルにサポートされる機能を示します。

表 23 DMP 固有の機能マップ

機能 シリーズ 2
DMP-2K SV-4K

シリーズ 3
CV-HD と CV-UHD

シリーズ 4
CV-HD2 と CV-UHD2

4K ローカル ビデオ なし あり なし あり なし あり

デュアル ビデオ1（Luma キーを使
用）（プライマリ リージョンの HD 
または 4K ビデオ上のセカンダリ 
HD ビデオ リージョンに適用）

あり あり なし あり なし あり

チャネル送信元としての 
HDMI-In2

なし あり なし あり なし あり

セカンド ビデオ リージョン用の 
Luma キーのサポート

あり あり なし あり なし あり

ローカル HDMI-In チャネルへの
ビデオ ストリーミング（HDMI-In 
パススルー）3

なし あり なし あり なし あり

Wi-Fi のサポート なし あり なし （任意） なし （任意）

表 24 DMP のグローバルにサポートされている機能

機能 シリーズ 2 シリーズ 3 シリーズ 4

2.1 AC3/AC3+（ドルビーデジタル オーディオ デコード） あり あり あり

自動登録 あり あり あり

一括管理ツール（BAT） あり あり あり

クローズド キャプション あり あり あり

コマンドセンターモニタリング あり あり あり
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デジタル メディア プレーヤーの機能の概要
サポート対象外の DMP ハードウェア機能 
次の DMP ハードウェア機能はサポートされません。

 SD（および microSD、工場出荷時に取り付けられるコンポーネントとして）

 USB（3.0）：タッチスクリーン デバイスの接続にのみ使用

注：DMP は、SD カードまたは USB ポートを使用したコンテンツのインポート/再生をサポートしていません。

コンテンツの置換 あり あり あり

コンテンツの同期 
（同じメディア プレーヤー モデル間のみ）

あり あり あり

カスタム フォント（ソフトウェア マネージャを使用） あり あり あり

外部コンテンツ統合 あり あり あり

イベント スクリプト スケジューラ あり あり あり

（外部 URL からの）マルチキャスト チャネルとしての 
HTML ページ1

あり あり あり

（外部 URL からの）マルチキャスト チャネルとしての 
HTTP ライブ ストリーミング（HLS）ビデオ1

あり あり あり

グループ/ゾーン設定 あり あり あり

管理ダッシュボードのコマンド あり あり あり

管理ダッシュボードのファームウェア設定 あり あり あり

管理ダッシュボードのモデル フィルタリング あり あり あり

管理ダッシュボードのモニタリング あり あり あり

マルチキャスト ビデオのスケーリング あり あり あり

Network Time Protocol（NTP）設定 あり あり あり

ウィジェットを使用した POS と DMB の統合 あり あり あり

縦方向モードのコンテンツのレンディション あり あり あり

高精度時間プロトコル（PTP）設定 あり あり あり

再生証明（PoP） あり あり あり

ティッカー（外部コンテンツ統合の RSS） あり あり あり

タッチ スクリーン1 あり あり あり

RS-232 および赤外線リモコンを使用した TV 制御 あり あり あり

HDMI CEC を使用した TV 制御 あり あり あり

DMP ディスプレイ ソースからのマルチキャスト チャネ
ルとしてのビデオ エンコーディング（ディスプレイ エン
コーディング）1

あり あり あり

最大 4 GB のファイルのビデオ アップロードのサポート あり あり あり

ウィジェット ツール あり あり あり

1. リリース 6.0 で導入されました。

表 24 DMP のグローバルにサポートされている機能（続き）

機能 シリーズ 2 シリーズ 3 シリーズ 4
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デジタル メディア プレーヤーに関する主な考慮事項
デジタル メディア プレーヤーを導入する場合は、その動作について知っておくべきことがあります。ここでは、デジタル メ
ディア プレーヤーの導入時に注意する必要があるいくつかの重要な違いに焦点を当てます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

 DMP でのファームウェア プロビジョニング（39 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーでの自動プロビジョニング（40 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーでの HDCP サポート（40 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーの IR レシーバ（40 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーのストレージおよびメモリ（40 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーでの同期（41 ページ）

 デジタル メディア プレーヤーでのスイッチの通信（41 ページ）

 CV-UHD と SV-4K の DMP での Wi-Fi ネットワーク接続（41 ページ）

DMP でのファームウェア プロビジョニング
DMP ファームウェアのアップグレードを [Management Dashboard] の DMP コマンドによって手動で開始することはでき
ません。これは、デバイスが起動すると自動的に実行されます。

注意：初めてシリーズ 2、シリーズ 3、シリーズ 4 デバイスの電源をオンにする場合は、事前に次の設定とタスクを実行してく
ださい。

DMP の初期導入の場合は、以下の項目を確認します。
— 他のアクセサリが DMP-2K に接続されていない。

— 最長 100 m までの標準カテゴリ 5e または 6 のケーブルを使用している。

 スイッチの設定（適切な PoE+ 動作に必要な LLDP など）。CV-HD/CV-HD2 プレーヤーに LLDP および POE+ は必要あ
りません。

 DHCPサーバの設定（適切なオプション 43 文字列を含む）。

 お使いの Cisco Vision Dynamic Signage Director リリースに対応するファームウェア アップロード。

 DMP のファームウェアを適切にプロビジョニングする自動登録の設定。

表 25（39 ページ）で、[Management Dashboard] での DMP のファームウェア プロビジョニング タスクを要約します。

表 25 メディア プレーヤーでのファームウェア プロビジョニング タスクの概要

ファームウェア プロビジョニング タスク DMP

[Management Dashboard] でファームウェアを Cisco Vision Dynamic 
Signage Director にアップロードする。

はい

[Auto Registration Settings] で [Firmware image to use] と [init.version] 
を設定する。

はい

[Management Dashboard] で DMP を選択してファームウェア アップグ
レード コマンドを実行し、デバイスにファームウェアをプッシュして
ファームウェアをアップグレードする。

いいえ
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デジタル メディア プレーヤーに関する主な考慮事項
デジタル メディア プレーヤーでの自動プロビジョニング
 デジタル メディア プレーヤーは、Cisco Vision Dynamic Signage Director のグローバル設定で自動的にプロビジョニン
グされます。

 スタートアップ シーケンスの一環として、デバイスは Cisco Vision Dynamic Signage Director の設定を取得します。
これには、デバイスのグローバル設定（NTP設定やジッター設定など）がすべて含まれます。

DMP のグローバル設定を行うには、次の順に移動します。
[More] > [Management Dashboard] > [Dynamic Signage Director Configuration] > [System Configuration] > [Global 
DMP Settings] 

DMP の自動登録を設定するには、次の順に移動します。
[More] > [Management Dashboard] > [Dynamic Signage Director Configuration] > [System Configuration] > [Auto 
Registration Settings]

 Cisco Vision Dynamic Signage Director の DMP 設定は、デバイスが起動するたびにプロビジョニングされます。

注意：仮想サーバ上で Cisco Vision Dynamic Signage Director を実行している場合は、信頼性の高い NTP サーバを参照し
てください。Cisco Vision Dynamic Signage Director の NTP は TUI を使用して設定します。詳細については、『Cisco Vision 
Administration Guide: Dynamic Signage Director Release 6.2』を参照してください。

デジタル メディア プレーヤーでの HDCP サポート
DMP は、デジタル メディア プレーヤーでの保護キーのインストール時に Intel の高帯域幅デジタル コンテンツ保護（HDCP）
を使用するコンテンツをネイティブにサポートします。

 DMP は HDMI 出力ポートで HDCP バージョン 1.4 をサポートします。

 SV-4K、CV-UHD、および CV-UHD2 は、HDMI 入力ポートで HDCP 1.4 を受信できます。

デジタル メディア プレーヤーの IR レシーバ
デジタル メディア プレーヤーに IR レシーバは組み込まれていません。赤外線リモコンを利用するには、IR エクステン
ダ ケーブルを使用してください。

デジタル メディア プレーヤーのストレージおよびメモリ
DMP デバイスには、さまざまなサイズのソリッドステート ストレージおよび RAM が搭載されています（表 26（40 ページ））。

注：RAM の容量により、メディア プレーヤー モデルごとに同一コンテンツの再生方法に違いが生じます。この違いは、
HTML パススルー（URL）コンテンツの再生時に生じる可能性が高くなります。

表 26 デジタル メディア プレーヤーのストレージおよびメモリ

DMP モデル 使用可能なストレージ スペース RAM

CV-HD2 120 GB 2 GB

CV-UHD2 120 GB 4 GB

CV-HD 100 GB 3 GB

CV-UHD 100 GB 3 GB

SV-4K 100 GB 3 GB

DMP-2K 53 GB 2 GB
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デジタル メディア プレーヤーの概要

デジタル メディア プレーヤーに関する主な考慮事項
使用可能なストレージに関する情報を確認する手順は次のとおりです。

1. [More] > [Management Dashboard] に移動します。

2. デバイスを選択します。

3. [Device Details] で、[Status] > [Utilization] に移動します。

注：[Management Dashboard] に表示される使用可能なストレージ容量には、コンテンツに使用できる実際のストレージ 
プールではなく、SSD の使用可能な合計容量が反映されます。

また、[Device Management]（CCM）のサムネイル ビューで画面をクリックして [Device Details] を表示すると、使用可能な
ストレージの詳細を確認できます。

デジタル メディア プレーヤーでの同期
デジタル メディア プレーヤーは、Network Time Protocol（NTP）と高精度時間プロトコル（PTP）を使用した、デバイス グルー
プ間で再生されるコンテンツの同期をサポートします。NTPおよび PTPの設定は、すべてのデジタル メディア プレーヤーに
対してグローバルにプロビジョニングされます。

Cisco Vision Dynamic Signage Director サーバはすべてのメディア プレーヤーのデフォルト NTPソースとしてプロビジョ
ニングされます。PTP が設定されている場合は、の PTPマスターのみが NTP を使用してクロックを取得します。

注意：仮想サーバ上で Cisco Vision Dynamic Signage Director を実行している場合は、信頼性の高い NTP サーバを参照し
てください。Cisco Vision Dynamic Signage Director の NTP は TUI を使用して設定します。詳細については、『Cisco Vision 
Administration Guide: Dynamic Signage Director Release 6.2』を参照してください。

デジタル メディア プレーヤーでのスイッチの通信
デジタル メディア プレーヤーは、MediaNet ではなく、必須の Link Layer Discovery Protocol（LLDP）を使用して Cisco 
Connected Stadium スイッチと通信します。メディア プレーヤーは、PoE+ の使用時に利用可能な電力を LLDP を介して特定
します。

CV-UHD と SV-4K の DMP での Wi-Fi ネットワーク接続
Cisco Vision Dynamic Signage Director 導入環境では、802.11a、802.11b、または 802.11n ワイヤレス ネットワークを介し
た CV-UHD または SV-4K へのワイヤレス ネットワーク接続がサポートされます。

注：Wi-Fi 接続を使用する DMP の初期導入では、DMP 電源アダプタを使用した CV-UHD または SV-4K の接続に加えて、
PoE+ ネットワーク接続も必要です。DMP を Wi-Fi 向けに導入した後は、DMP に PoE+ 接続は必要ありません。実際には、
DMP は Wi-Fi 接続経由でパケットをルーティングするわけではなく、イーサネット ポートが接続されて動作します。

ワイヤレス ネットワークの SSID とパスフレーズは、システム内のすべてのワイヤレス デバイスにグローバルに設定されま
す。DMP ファームウェアは自動的に WEP（パスフレーズが適切な長さの場合）、WPA1、または WPA2 との接続を試行します。

設定情報については、『How to Deploy WiFi Network Connectivity on the SV-4K』を参照してください。

注：

ワイヤレス ネットワーク経由では帯域幅が制限されるため、マルチキャスト ビデオはサポートされません。

DMP のビデオ以外の制御については、次の 2 つのオプションのいずれかが有効である必要があります。

— Cisco Vision Dynamic Signage Director ネットワークを介した通信用に、ワイヤレス ネットワークでマルチキャス
ト トラフィックがサポートされている。

— 新しいユニキャスト導入機能を使用するように DMP が設定されている。
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DMP 導入のベスト プラクティス
DMP 導入のベスト プラクティス

インストール時のバーコード スキャナと TVラベルの使用
注：このベスト プラクティスでは、Cisco Vision Dynamic Signage Director のロケーション名がすでに定義されている必要
があります。

メディア プレーヤー導入の速度と精度を向上させる方法
 Cisco Vision Dynamic Signage Director のロケーション名をバーコード形式で記載した TVラベルを準備します。

 バーコード スキャナを用意して、ロケーション バーコードとメディア プレーヤーの MACアドレスを記録します。

 Cisco Vision Director の一括管理ツール（BAT）を使用して、Cisco Vision Dynamic Signage Director にデータをアップ
ロードします。

インストール ワークフローの例

バーコード スキャナと TV ラベルの使用方法
1. TV とメディア プレーヤーを取り付けます。

2. TV とメディア プレーヤー ケーブルを接続します。

3. 事前に印刷したラベルを TV に貼り付けます。

4. TV のロケーション バーコードをスキャンします。

5. メディア プレーヤーの MAC アドレス バーコードをスキャンします。

6. データをダウンロードして Cisco Vision Dynamic Signage Director の BAT TSV 形式と互換性が保たれるようにフォー
マットするスーパーバイザまたはネットワーク管理者にスキャナを提供します。

7. 詳細については、『Cisco Vision Director Bulk Administration Tool』ガイドを参照してください。
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