
 

TV ディスプレイでの操作
ユーザ ロール：管理者（Administrator）、施設管理者（Venue Administrator）

このモジュールでは、Cisco Vision Director での TV ディスプレイのセットアップに関する情報を記載しています。

ユーザ TV の制御
Cisco Vision Director では、あらゆるメディア プレーヤー タイプ向けに、すべてのユーザ TV コントロールメソッドのサポー
トがデフォルトで有効になっています。これにはローカル制御のデバイスやアプリケーション、IP Phone、タッチ スクリー
ン、および赤外線リモート（IR）制御を使用した TV ディスプレイの制御が含まれます。

施設によっては、特定のイベントまたはスイートのユーザ TV コントロールを無効にするか、または TV で特定のチャネルを
表示したりボリュームを制御したりすることを制限する必要があります。

TV ディスプレイの仕様
Cisco Vision Director により、メディア プレーヤーと TV との間の適切な通信を確保するために、施設で使用されている TV 
に対して特定のコマンドと属性を設定することが要求されます。この設定は、ディスプレイ仕様と呼ばれるもので定義されて
います。

デフォルトでは、Cisco Vision Director には、いくつかの一般的な TV ディスプレイ モデルのディスプレイ仕様が含まれてい
ます。ご使用の TV ディスプレイ モデルがデフォルトの仕様に含まれていなければ、そのモデルを追加して設定します。

固有の TV タイプごとに、TV の制御に使用するコマンドに基づく別のディスプレイ仕様が必要です。場合によっては、特定の
製造元からのすべての TV は同じディスプレイ仕様を使用できます。別のケースとして、同じメーカー製の異なる TV モデル
がそれぞれ異なるディスプレイ仕様を必要とする場合もあります。

注：ベスト プラクティスとして、TV ディスプレイ仕様の設定は、Cisco Vision Director でロケーションを設定する前に行いま
す。ロケーションを設定するときは、物理的に設置されている TV タイプの「ディスプレイ仕様」（ブランド/モデル）を選択する
必要があります。

クローズド キャプション
すべてのデジタル TV 放送局が一般的に従うクローズド キャプション（CC）の標準規格は、CEA（Consumer Electronics 
Association：全米家電協会）-608 と CEA-708 です。図 1（40 ページ）に、米国 CC 標準を示します。

重要：クローズド キャプションは、北米以外の地域では、欧州を含めどの地域でも機能しません。
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コンテンツの向き
図 1 Cisco Vision Dynamic Signage Director でのクローズド キャプションのサポート

この標準規格は一般に、サービス プロバイダーが提供するすべてのブロードキャスト チャネルでサポートされます。Cisco 
Vision Director は、クローズド キャプショ CC1–CC4 サポートを Cisco SV-4K デバイス上で自動的に有効にします。

コンテンツの向き
Cisco Vision Director のすべてのコンテンツのデフォルトの向きは、横方向モードです。

リリース 4.1 以前のリリースでは、縦方向形式でコンテンツを手動で作成して（静的グラフィックのみ）、それを回転させるこ
とができます。リリース 5.0 以降では、TV ディスプレイ仕様で設定された縦方向モードでのコンテンツの自動回転をサポー
トしています。

縦方向モードの自転回転のガイドライン
 リリース 5.0 以降のリリースでサポート。

 縦向き設置のディスプレイで、DMP がコンテンツを正しい向きに自動的に回転する。

 1 台の TV ディスプレイに対しあらゆる種類のコンテンツをサポート。

 複数の縦方向モードの表示画面に渡るコンテンツのスケーリングは、マルチキャスト ストリーミング ビデオのみサ
ポート。

 コントロール パネルで TV ディスプレイ仕様の設定時に「dmp.portrait=true」ディスプレイ パラメータを使用して有効
にする。

注：DMP 縦方向モードは 4K ビデオには使用できません。

DMP コンテンツの柔軟な回転
コンテンツを 90 度および -90 度（+270 度）回転させることができます。この機能は、ビデオ、静的イメージ、ウィジェット、
ローカルおよびマルチキャスト ビデオ、外部 URL といったすべてのコンテンツで有効です。すでにディスプレイ モニタが縦
方向に設置されている場合はその状況に合わせ、適切な向きでコンテンツを表示するには、コンテンツを回転させます。

縦方向モードにコンテンツを回転するには、次の手順を実行します。

1. [Tools] > [Control Panel] > [Setup] > [Devices] > [Display Specifications] に移動します。

2. 左側のパネルのリストから特定のディスプレイを選択し、右側のパネルの [Display Parameters] タブをクリックします。

3. dmp.portrait または dmp.portrait.clockwise というディスプレイ パラメータを追加して「true」に設定し、必要とする適
切な回転値を得ます。
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HDMI-CEC
デフォルトでは、dmp.portrait を使用してコンテンツに「true」を設定すると、コンテンツは 90 度回転します。
dmp.portrait.clockwise を「False」に設定すると、コンテンツは 270 度（-90 度）回転します。

注：このパラメータを設定するには、DMP をリブートします。[Tools] > [Management Dashboard] > [DMP and TV Controls] > 
[DMP Commands] > [Reboot Device] に移動します。

図 2 ディスプレイ パラメータへのコンテンツ回転値の追加

次の図に、90 度および -90 度回転させたコンテンツを示します。時計回りと反時計回りを使用します。

時計回り 反時計回り

注：DMP 縦方向モードは 4K ビデオには使用できません。

HDMI-CEC 
HDMI Consumer Electronics Control（CEC）のサポートでは、次の 3 つの TV 機能を制御できます。

 電源オン（Power On）

 スタンバイ（電源オフ）

 電源ステータス（Power Status）

HDMI CEC TV コントロールを有効にすると、TV の制御機能に HDMI CEC が RS-232 に代わって使用されます。TV を制御す
るには、管理ダッシュボードの [DMP and TV Controls] > [TV Commands] メニューから TV On/TV Off を実行できます。

次の 2 つの方法のいずれかを使用して、HDMI-CEC TV コントロール向けに TV ディスプレイを設定できます。

 HDMI-CEC 標準ディスプレイ仕様を新しい TV に適用する。この場合、HDMI/CEC パラメータは自動的に有効になり、デ
フォルト値に設定される。

 既存のディスプレイ仕様を変更して、HDMI-CEC ディスプレイ パラメータを手動で設定する。
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RS-232 通信のシリアル コマンド
HDMI/CEC TV 制御では次のコマンドが使用されます。

 dmp.powerQueryByCEC：（リリース 5.0 から展開）RS-232 の代わりに HDMI/CEC を使用し、TV 電源ステータスを取
得するための powerQuery の有効化。

 dmp.TVControlbyCEC：（リリース 5.0 の新しいコマンド）RS-232 の代わりに HDMI/CEC を使用して TV 制御を有効化。

 dmp.monitorAPIDelay：Dynamic Signage Director から HDMI CEC 経由で TV に送信される powerQuery コマンドの
頻度。デフォルトは 120000 ミリ秒（2 分間）。このコマンドは、TV コントロールを RS-232 で使用する場合もサポートさ
れる。

 dmp.monitorPower：Dynamic Signage Director は管理ダッシュボードからステータスの取得（Get Status）コマンドを
使用して、TV に対して powerQuery を実行できる。このコマンドは、TV コントロールを RS-232 で使用する場合もサ
ポートされる。

HDMI-CEC をサポートする TV の必要条件
注：一部の TV は標準 HDMI-CEC コマンドをサポートしていません。HDMI CEC に対応しているかを確認するため、設置予定
の TV モデルをテストします。HDMI-CEC をオンにします。TV メーカーは、CEC をそれぞれの商標名で呼んでいます。たとえ
ば、Anynet+（Samsung）、BRAVIALink（Sony）、EasyLink（Phillips）、および SimpLink（LG）などです。

注：HDMI-CEC は独自のリンク機能であるため、RS-232 と同じコマンド セットをサポートしていません。

HDMI CEC 対応のテストが正常に行われた TV の詳細については、『Cisco Vision Dynamic Signage Director Release Notes 
for Release 6.1.』を参照してください。

RS-232 通信のシリアル コマンド
RS-232 コマンドを使用して、オン/オフ、ミュート、ボリューム調節、および外部入力などの TV 機能を制御できます。このコ
マンドは、さらに特殊なシナリオでは、TV タイル マトリックス機能の設定にも使用できます。

RS-232 応答は、TV の現在のステータスを取得するために使用されます。現在のところ Cisco Vision Director は、TV に現行
の電源オン/オフステータスのクエリを実行する場合にのみ、応答を使用します。

TV が RS-232 や他の方法で制御できない状況では、代わりにメディア プレーヤーでボリュームとミュートを制御できます。
この動作は sigma= で始まるボリューム調節とミュートのコマンドを設定することで指示されます。

RS-232 TV 制御用のシリアル コマンド
表 1（42 ページ）に、DMP のディスプレイ パラメータの概要と RS-232 コマンドをそれぞれのデフォルト値を示します。この
表には LG 19LH20 TV ディスプレイのコマンド名と値のみが示されています。

注：TV ディスプレイのモデルによっては、特定の RS-232 コマンドのみをサポートしている場合があります。

表 1 DMP シリアル コマンド

コマンド名 値

dmp.AVInputQuery rs232.tx_hex=6B622030312046460D

dmp.displayPwrOnResponse 61203031204f4b303178

dmp.displayPwrQuery rs232.tx_hex=6B612030312046460D

dmp.hdmiStreamingDelay 5000

dmp.Input1response 62203031204F4B303878

dmp.Input2response 62203031204F4B303278
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RS-232 TV 制御用のシリアル コマンド
dmp.Input3response 62203031204F4B303478

dmp.Input4response 62203031204F4B303078

dmp.monitorAPIDelay 120000

dmp.monitorAVInput true

dmp.monitorMute true

dmp.monitorPower true

dmp.monitorVolume true 

dmp.muteOnResponse 65203031204F4B303078

dmp.muteQuery rs232.tx_hex=6B652030312046460D

dmp.portrait=true true

dmp.powerQueryByCEC false

dmp.SerialDelay 250

dmp.SupportsTouchScreen false

dmp.TVControlByCEC false

dmp.volumeQuery rs232.tx_hex=6B662030312046460D

dmp.volumeResponseFormat 66203031204F4B5F5F78

Input1 rs232.tx_hex=6B622030312030390D

Input1Name HDMI

Input2 rs232.tx_hex=6B622030312030320D

Input2Name Composite

Input3 rs232.tx_hex=6B622030312030340D

Input3Name Component

Input4 rs232.tx_hex=6B622030312030300D

Input4Name TV

Mute rs232.tx_hex=6B652030312030300D

Off rs232.tx_hex=6B612030312030300D

On rs232.tx_hex=6B652030312030310D

Unmute s232.tx_hex=6B652030312030300D

Volume1 rs232.tx_hex=6B662030312030350D

Volume10 rs232.tx_hex=6B662030312035300D

Volume11 rs232.tx_hex=6B662030312035350D

Volume12 rs232.tx_hex=6B662030312036300D

Volume2 rs232.tx_hex=6B662030312031300D

Volume3 rs232.tx_hex=6B662030312031350D

Volume4 rs232.tx_hex=6B662030312032300D
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録音のボリューム調節
1 この表にあるコマンドは、LG 19LH20 TV ディスプレイによりサポートされています。

録音のボリューム調節
Cisco Vision Director で正しく設定すると、ボリューム調節は IP Phone、赤外線リモコン、管理ダッシュボード、またはイベン
ト スクリプト ステートの変更などの方法から実行できるようになります。

プライマリ ビデオ音声のボリューム調節は、SPDIF（SV-4K と CV-UHD のみ）、アナログ音声、および HDMI 出力ポートに対し
て行うことができます。ただしこれは、TV ディスプレイ仕様のボリューム方式（[Volume Strategy]）が [Internal] に設定され
いてる場合に限ります。

[Volume Strategy] のオプション
Cisco Vision Director は、3 つのボリューム方式の設定をサポートしています（図 3（44 ページ）を参照）。

図 3 ディスプレイ仕様のコントロール パネル：[Volume Strategy] のオプション

[Internal]：音声フィードの音量レベルは、信号を送信する音量の大きさを DMP に通知することで制御します。[Internal] を指
定すると、Cisco Vision Director が（IP フォン、赤外線リモコン、管理ダッシュボード、またはイベント スクリプト ステートな
どにより）フィードする音声のボリューム調節ができます。

[External]：[External] を使用して、DMP が送信したレベルをそのまま維持します。DMP は接続されている TV に RS-232 を介
して音量レベルを変更するコマンドを送信します。

注：ほとんどの TV には DMP よりも広い音声範囲が備わっており、多くの TV では音量の変更をインジケータで視覚的に示す
ため、外部（[External]）音量方式をお勧めします。この方式により、TV のパネル ボタンまたは TV リモコンを使用して音量を
変更する場合の問題を避けることもできます。

[None]：音量は調節できません。これは、TV はビデオ専用とし、音声があればそれを個別に提供する場合に役立ちます（バーな
どでオーバーヘッド システムで音声を提供する場合）。

Volume5 rs232.tx_hex=6B662030312032350D

Volume6 rs232.tx_hex=6B662030312033300D

Volume7 rs232.tx_hex=6B662030312033350D

Volume8 rs232.tx_hex=6B662030312034300D

Volume9 rs232.tx_hex=6B662030312034350D

VolumeCount 12
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TV ディスプレイ仕様の設定方法
TV ディスプレイ仕様の設定方法
このセクションは、次のトピックで構成されています。

 RS-232 コマンド設定のガイドライン（45 ページ）

 TV ディスプレイ仕様の基本情報の設定、（45 ページ）

 TV ディスプレイ仕様の縦方向モードの設定（47 ページ）

 タッチ スクリーンのサポートの設定（48 ページ）

RS-232 コマンド設定のガイドライン
TV ディスプレイ仕様の RS-232 コマンドの設定時には、次のガイドラインを考慮してください。

 Cisco Vision Director では、イベントの状態ごとに 1 つの RS-232 コマンドのみサポートする。

 Cisco Vision Director で設定するすべての RS-232 コマンドは、プレフィックス rs232.tx_hex= を必ず使用する。

 RS-232 応答を使用して、TV の現在のステータスを取得する。

 RS-232 応答は、常にプレフィックスなしで設定する。

 Cisco Vision Director は、TV に現行の電源オン/オフ状態ステータスのクエリを実行する場合にのみ、応答を使用して
いる。

 TV が RS-232 や他の方法で制御できない状況では、代わりにメディア プレーヤーでボリュームとミュートを制御でき
ます。

TV ディスプレイ仕様の基本情報の設定
ユーザ ロール：管理者（Administrator）

TV ディスプレイ仕様の基本情報を設定するには、次の手順を実行します。
1. [Tools] > [Control Panel] > [Setup] > [Devices] > [Display Specifications] に移動します。

2. 次のいずれかを実行します。

 既存のディスプレイ仕様を選択します。

 [+] アイコンをクリックし、新しいディスプレイ仕様を追加。

3. 表 2（45 ページ）を参照し、[Basic Info] パネルでオプションを指定します。

表 2 TVディスプレイ仕様の基本オプション

オプション 説明

Name TV タイプをロケーションに追加するときに [Display Spec] ドロップ
ダウン リストに表示される名前。

ヒント：この名前は必ず一意で、定義する TV のタイプが容易にわかる
ものにする。

Description TV ディスプレイ仕様を説明する任意のテキスト文字列。
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TV ディスプレイ仕様の設定方法
4. [Save] をクリックします。

5. 設定を DMP に適用します。

 シリーズ 2 および 3 シリーズの DMP：DMP をリブートします。

TV ディスプレイ仕様の HDMI-CEC TV コントロールの設定 
ユーザ ロール：管理者（Administrator）、施設管理者（Venue Administrator）

新しい TV に HDMI/CEC 標準規格ディスプレイ仕様を適用することも、既存のディスプレイ仕様を変更してディスプレイ パ
ラメータ コマンドを個別に追加することもできます。

HDMI/CEC標準規格ディスプレイ仕様を使用すると、TV制御用の 4 つの関連 HDMI-CEC コマンドが有効になり、対応する
デフォルト値に設定されます。

HDMI-CEC ディスプレイのパラメータを設定するには、次の手順を実行します。
1. [Tools] > [Control Panel] > [Setup] > [Devices] > [Display Specifications] に移動します。

2. 既存のディスプレイ仕様を選択するか、新しいディスプレイ仕様を追加します。

3. [Display Parameters] をクリックします。

4. 次のパラメータを見つけて設定します。

Make TV のメーカー/ブランド名。

Model このディスプレイ仕様が適用されるブランドのモデル。

単一のモデル タイプまたはモデルのグループの指定が可能。あるいは
「すべて（All）」を選択して、そのブランドのすべての TV が同じディス
プレイ仕様を使用するように指定することも可能。

Volume Strategy TV のボリュームを調節する方法を指定する。設定可能な値：

[Internal]：ボリュームは IP フォン、赤外線リモコンなどを使用して制
御されます。

[External]：シリアル コマンドをメディア プレーヤーから TV に
（RS-232 経由で）送信することにより、ボリューム調節ができます。

[None]: 音量を修正するため、調整することはできません。

詳細については、録音のボリューム調節（44 ページ）を参照してくだ
さい。

オプション 説明
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TV ディスプレイ仕様の設定方法
注：管理ダッシュボードから [Get Status] コマンドを実行して、DMP に認識されている最新の TV ヘルス ステータスを取得
できます。この情報は、powerQuery が最後に実行された時点に応じて、最大で 2 分前のものになる場合もあれば、数秒前のも
のになる場合もあります。

「dmp.monitorPower」パラメータが False に設定されていると、正しい TV ヘルス ステータスは取得されません。

5. [Save] をクリックします。

6. DMP をリブートします。

TV ディスプレイ仕様の縦方向モードの設定
ユーザ ロール：管理者（Administrator）、施設管理者（Venue Administrator）

縦方向の表示モードでは、DMP は垂直に配置されたディスプレイ上でコンテンツを正しい向きに自動的に回転させます。

注：DMP 縦方向モードは 4K ビデオには使用できません。

縦方向モードのディスプレイ パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
1. [Tools] > [Control Panel] > [Setup] > [Devices] > [Display Specifications] に移動します。

2. 既存のディスプレイ仕様を選択するか、新しい ディスプレイ仕様を追加します。

3. [Display Parameters] をクリックします。

ディスプレイ パラメータ 値

dmp.powerQueryByCEC [True]：RS-232 の代わりに HDMI/CEC を使
用して、TV 電源ステータスを取得するために 
powerQuery の実行が可能。

[False]：HDMI-CEC を使用して powerQuery 
を無効にする。

注：このコマンドをサポートしない TV モデル
もあります。

dmp.TVControlbyCEC [True]：RS-232 の代わりに HDMI-CEC を使
用して TV コントロールを有効にする。

[False]：HDMI-CEC TV コントロールを無効に
する。

dmp.monitorAPIDelay Dynamic Signage Director により送信される 
powerQuery コマンドの頻度（ミリ秒単位）。
HDMI/CEC 標準規格ディスプレイ仕様のデ
フォルトは 12000 ミリ秒（2 分間）。

dmp.monitorPower [True]：Dynamic Signage Director は管理ダッ
シュボードからステータスの取得（Get 
Status）コマンドを使用して、TV に対して 
powerQuery コマンドの実行が可能。

[False]：オプションを無効する。
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TV ディスプレイ仕様の設定方法
4. [+] アイコンをクリックして、新しいディスプレイ パラメータを追加します。

5. 新しいコマンドを入力し、ボックスに dmp.portrait と入力します。

6. [設定済みステータス（Configured Status）] ボックスで、true と入力します。図 4（48 ページ）を参照してください。

図 4 縦方向ディスプレイ パラメータの設定

7. [Save] をクリックします。

8. DMP をリブートします。[Tools] > [Management Dashboard] > [DMP and TV Controls] > [DMP Commands] > [Reboot 
Device] に移動します。

タッチ スクリーンのサポートの設定 
HTML5 ページでタッチスクリーンを適切に動作させるには、タッチスクリーン デバイスがヒューマン インターフェイス デ
バイス（HID）に準拠し、標準的な HID ドライバを使用していることを確認します。

注：製造元によっては、HID のサポートを謳っていながらカスタム ドライバを使用している場合があります。標準の HID ドラ
イバが使用されることを確認します。

デフォルトでは、Cisco Vision Director の場合、ディスプレイ パラメータは false に設定されています。デバイスと DMP 間で
タッチスクリーン機能を有効にするには、それを変更する必要があります。

特定のデバイスのタッチスクリーン機能を有効にするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Vision Director で、[Tools] > [Control Panel] > [Setup] > [Devices] > [Display Specifications] に移動します（図 5
（49 ページ））。
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TV ディスプレイ仕様の設定方法
図 5 ディスプレイ仕様の設定

2. デバイス画面のディスプレイ仕様を作成します。この情報については、デバイス仕様を参照してください。緑色のプラス 
アイコンを使用して新しい仕様を作成します。

3. [Basic Info] タブから [Touch Screen Type] に [Elo] を選択します（図 6（49 ページ））。

図 6 [Touch Screen Type]

4. または、デバイスのリストを下にスクロールします。型式とモデルを検索して選択します。

5. [Display Parameters] タブをクリックします。

6. dmp.SupportsTouchScreen まで下にスクロールし、それを選択します（図 7（50 ページ））。
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外部ボリュームサポートのシリアル コマンドの設定
図 7 .DMPSupportsTouchScreen パラメータの設定

7. [Display Parameter Configuration] でデバイスに設定されている false を「true」に変更します（図 7（50 ページ））。

8. [Save] をクリックします。

この機能を有効にすることで、タッチスクリーンのサポートに状態またはコンテンツへのチャネル（通常は HTML ページ）を
付与します。

DMP をデバイスに接続するには、DMP の USB ポートからデバイスに接続する B タイプ ケーブルに USB A を使用します。

外部ボリュームサポートのシリアル コマンドの設定
ユーザ ロール：管理者（Administrator）

外部音量方式を使用する場合は、RS-232 コマンドを設定して TV に送信して音量を変更します。

注：内部音量方式を使用する場合は、音量コマンドを設定する必要はありません。

Cisco Vision Director では、次の 2 種類のボリューム制御を設定できます。

 Relative（相対）：TV に設定されている（モデルごとに異なる）音量増分に依存する。

 Absolute（絶対）：推奨方法。最小と最大のボリューム レベルの間でボリュームを制御するために使用される、いくつかの
増分を定義する。

— SV-4K の場合：絶対ボリュームは、一連の Volumen コマンドにだけで設定されます。

表 3（51 ページ）に、相対タイプと絶対タイプの外部ボリューム制御の設定に使用されるシリアル コマンドについての情報を
示します。
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外部ボリュームサポートのシリアル コマンドの設定
表 3 外部ボリュームサポート用のシリアル コマンド

表 4（52 ページ）に、12 の増分を使用する絶対音量制御に対して定義される RS-232 コマンド文字列の例を示します。

シリアル コマンド ボリューム タイプ 説明

Volumen Absolute ボリューム増分レベルを指定します。ここで n は、1 からサ
ポートされるボリュームレベルの総数までの数値です。

サポートされる増分の数に対して複数の Volumen コマンド
を設定します。

"n" には、たとえば "1" などの整数を指定する（"01" とは
しない）。

ヒント：ベスト プラクティスは、Volume1 をゼロより大きい
値に設定することです。ボリューム レベル ゼロは mute コ
マンドとして処理され、ユーザがボリュームを上げると、一
部のディスプレイではボリュームが上がったことを示すス
テータス バーが表示されますが、ディスプレイはミュート
されたままとなります。

VolumeUp Relative TV の内部設定によって決定される増分ボリューム設定を指
定します。

VolumeDown Relative TV の内部設定によって決定される増分ボリューム設定を指
定します。

一部の TV では、ボリュームの増分/減分はごくわずかであるため、目標とする効果を達成するには複数の 
VolumeUp または VolumeDown コマンドが必要です。これらの TV には、dmp.RelativeVolumeSteps” シリアル コ
マンドを使用します。

dmp.RelativeVolumeSteps Relative 赤外線リモコン（または IP Phone）でボリュームの上下ボタ
ンを押すたびに、VolumeUp または VolumeDown に対して 
RS-232 コマンドを繰り返す回数を指定します。デフォルト
は 1。

たとえば、この値を 8 に設定すると、VolumeUp または 
VolumeDown コマンドは 8 コピー分の RS-232 文字列を送
信します。

dmp.SerialDelay Relative メディア プレーヤーからシリアル コマンドを繰り返し送信
する間の遅延を指定します。デフォルトは 5000 ms です。

このコマンドは、繰り返しのシリアル コマンドの送信が近
接しすぎている場合にそれを破棄する特定の TV ディスプ
レイに使用できます。
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TV ディスプレイ バナーの設定方法
表 4 LG TV ディスプレイ用のボリューム カウント コマンドの例

TV ディスプレイ バナーの設定方法
このセクションは、次のトピックで構成されています。

 TV バナーの継続時間の変更（52 ページ） 

 TV ディスプレイ バナーの無効化（54 ページ）

TV バナーの継続時間の変更 
TV ディスプレイ バナーは、ディスプレイ上部に一時的に表示されるグラフィカル バナーであり、TV コマンドを受け取った 
TV についての情報が表示されます（図 8（53 ページ））。このディスプレイ バナーはデフォルトでは有効になっており、継続時
間は 5 秒です。

シリアル コマンド 文字列

Volume1 rs232.tx_hex=6B662030312030350D 

Volume2 rs232.tx_hex=6B662030312031300D 

Volume3 rs232.tx_hex=6B662030312031350D 

Volume4 rs232.tx_hex=6B662030312032300D

Volume5 rs232.tx_hex=6B662030312032350D 

Volume6 rs232.tx_hex=6B662030312033300D 

Volume7 rs232.tx_hex=6B662030312033350D 

Volume8 rs232.tx_hex=6B662030312034300D 

Volume9 rs232.tx_hex=6B662030312034350D 

Volume10 rs232.tx_hex=6B662030312035300D 

Volume11 rs232.tx_hex=6B662030312035350D 

Volume12 rs232.tx_hex=6B662030312036300D 
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TV ディスプレイ バナーの設定方法
図 8 TV ディスプレイ バナーと画面 ID

TV ディスプレイ バナーを設定するには、次の手順を実行します。
1. [Tools] > [Management Dashboard] > [DMP and TV Controls] > [TV Commands] > [Set Display Banner] に移動し
ます。

2. [Duration] ボックスで、継続時間（ミリ秒）を設定します。

3. コマンドを適用するデバイスを選択します。

4. [Play] ボタンをクリックして、それらのデバイスに対してコマンドを実行します。

図 9 ディスプレイ バナーの設定（Set Display Banner）：共通パネル
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TV ディスプレイ バナーの設定方法
TV ディスプレイ バナーの無効化
ユーザ ロール：管理者（Administrator）

ビデオ ウォール ディスプレイの視覚的エクスペリエンスを高めるため、TV ディスプレイ バナーを無効にします。TV ディス
プレイ バナーは、デフォルトではすべての TV ディスプレイで有効になっています。

TV ディスプレイ バナーをグローバルに無効にするには、次の手順を実行します。
1. [Tools] > [Management Dashboard] > [Tools drawer] > [Advanced] > [Registry] に移動します。

2. [レジストリ データ（Registry Data）] ボックスで、[行の追加（Add Row）] をクリックします。

3. キー フィールドに、localControl.banner.disable と入力します。

4. 値フィールドに、true と入力します。

5. [Apply] をクリックします。
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