
 

デバイス管理を使用したイベント時のメ
ディア プレーヤー動作のモニタリング

ユーザ ロール：管理者（Administrator）/ヘルプ デスク（Help Desk）/サポート（Support）/施設オペレータ（Venue Operator）/
施設管理者（Venue Administrator）

このモジュールでは、Cisco Vision Director のデバイス管理を使用してメディア プレーヤーの動作を監視する方法について
説明します。

デバイス管理の概要
デバイス管理アプリケーションには、メディア プレーヤーとそれらに接続されている TV ディスプレイのデバイス ステータ
スの概要情報がイベント時に表示されます（図 1（199 ページ））。

図 1 デバイス管理アプリケーションへのアクセス 

デバイス管理の概要
 Cisco Vision Director の（メイン メニュー）[Library] からアクセス可能。

 複数の開催場所の選択をサポート。

 120 秒（デフォルト）ごとにメディア プレーヤーをポーリングし、モニタリング表示を自動更新。

 デバイスのステータスを表示する各種方法をサポート。
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デバイス管理ビュー
 監視するメディア プレーヤーの次の条件で選択が可能。

— すべての基準

— Location Name

— 説明

— IP address

— MAC アドレス

 選択したデバイス リストを次の条件でフィルタリング可能。

— DMP のステート

— DMP のモデル

— TV のステータス

— DMP の健全性

— TV の健全性

 デジタル メディア プレーヤーを更新または再起動するためのアイコンを管理者に表示。

デバイス管理のロール
注：管理者は、デバイス管理アプリケーション内でのメディア プレーヤーの再起動と、管理ダッシュボードでのポーリング間
隔の変更を行える唯一のロールです。

デバイス管理は、Cisco Vision Director の次のユーザ ロールが使用できます。

 管理者（Administrator）

 ヘルプデスク（Help Desk）

 サポート（Support）

 施設管理者（Venue Administrator）

 施設オペレータ（Venue Operator）

デバイス管理ビュー
デバイス管理では、3 つのデバイス ステータスのモニタリング ビューでサポートしています。

 トグル ツリー ビュー：[Devices] パネルとデバイスのサムネイル ビューを表示するか、またはサムネイルのみを切り替
えます。

 グリッド ビュー：表形式で詳細なデバイス ステータス情報を表示します。

 サムネイル ビュー：DMP のステートを示す赤色または緑色のアイコンとともに、TV で実行中のコンテンツのサムネイル
のスナップショットとしてデバイス ステータスを表示します。
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デバイス管理ビュー
グリッド ビュー
図 2（201 ページ）に、サムネイル ビュー（図 3（202 ページ））でも使用可能なステータス アイコンとコントロールのほかに、
グリッド ビューに表示できるデバイス情報の例を示します。

図 2 グリッド ビューのモニタリングの例

デバイス管理の機能強化
 機能の右上のアイコンの上にカーソルを置きます。

 TV のオン/オフ、DMP のリブート、および更新などの機能の Ctrl キーと Shift キーを使用した複数デバイスの選択をサ
ポートしています。

 [Refresh] アイコンをクリックしてプレビューを更新します。プレビューを表示する次の自動更新サイクルを待つ必要は
ありません。これは、複数の DMP でも機能します。

 ゾーンまたはグループ内で複数の DMP を選択したり、機能を実行できます（デバイスのオン/オフなど）。

 詳細ボックスでチャネル名を検索します。

グループまたはゾーンで多くのデバイスを選択するには、Ctrl と Shift のキーボード ショートカットを使用して多くのデバ
イスを選択し、更新、リブート、TV のオンおよびオフの機能を実行できます。これにより、デバイス制御機能が速くなります。

複数のデバイスを選択し、アクションを実行するには、次の手順を実行します。

1. [Device Management] に移動します。

2. 左側のパネルから、ゾーン、グループ、またはデバイスを選択します。

3. グリッドビューまたはサムネイル ビューのいずれかで、必要な数のデバイスを選択します。Ctrl（Control）または Shift 
を選択して個々のデバイスを選択するか、スキップするか、または範囲を選択します。

4. 実行するアクション（[Refresh]、[Reboot]、[TV ON]、[TV OFF]）を選択するか、またはチャネル名を検索します（図 3（202 
ページ））。
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デバイス管理のフィルタ
図 3 DMP のサムネイル ビュー、概要

または、グリッドビューから複数のデバイスを選択し、アクションを実行します（図 4（202 ページ））。

図 4 Shift キーとコントロール キーを使用した複数デバイスの選択

デバイス管理のフィルタ
デバイス管理では、ビジュアル モニタリングで選択したデバイスにフィルタ条件を適用して、特定の特性や条件のデバイス
を確認できます。

 DMP のステート

 モデル

 TV のステータス

 DMP の健全性

 TV の健全性

注：フィルタは、システム内のすべての DMP には適用されません。デバイス ツリー リストで選択した DMP（グループ/ゾー
ン）のみに適用されます。
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デバイス管理のベスト プラクティス
図 5（203 ページ）に、使用可能な特定のタイプのフィルタ条件を示します。

図 5 デバイス管理の表示フィルタの基準

デバイス管理のベスト プラクティス
デバイス管理で使用する場合は、次のベスト プラクティスを考慮してください。

 DMP のポーリング間隔をデフォルトの 12000 ms（2 分）未満に変更しないでください。

 ネットワーク トラフィックを軽減するために、イベントを確認する DMP のモニタリングのみ有効にします。

デバイス管理の使用方法
この項では、次のトピックについて取り上げます。

 デバイス管理の前提条件（204 ページ）

 デバイス管理の制約事項（204 ページ）

 [Device Management] 画面について（204 ページ）

 [Device Management] でのデバイスのモニタリングの有効化（204 ページ）

 [Device Management] での DMP の詳細の表示（205 ページ）

 [Device Management] での DMP のリブート（206 ページ）

 デバイス管理のポーリング期間の変更（207 ページ）
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デバイス管理の使用方法
デバイス管理の前提条件
デバイス管理を設定する前に、次の条件が満たされていることを確認します。

 DMP が Cisco Vision Director で作成されていること。

 DMP がゾーン、グループ、および場所に割り当てられていること。

デバイス管理の制約事項
デバイス管理を使用する前に、次の制約事項を検討してください。

 管理者のロールを持つユーザのみがデバイス管理から DMP をリブートできます。

[Device Management] 画面について
図 6（204 ページ）に、[Device Management] 画面（グリッド ビュー）とその画面で使用可能なオプションを示します。

図 6 [Device Management] 画面のナビゲーション

[Device Management] でのデバイスのモニタリングの有効化
ユーザ ロール：管理者（Administrator）/ヘルプ デスク（Help Desk）/サポート（Support）/施設オペレータ（Venue Operator）/
施設管理者（Venue Administrator）

デフォルトでは、[Device Management] でのデバイスのモニタリングは無効になっています。

[Device Management] でのデバイスのモニタリングを有効にするには、次の手順を実行します。

1. [Device Management] 画面から、デバイス リスト ツリーを表示します。

2. [デバイス（Devices）] ボックスから、有効にする DMP のグループまたはゾーンを選択します。

ヒント：この設定が無効になっている DMP は、画面に「Non Monitorable」と表示されます図 7（205 ページ）。

3. モニタリングを有効にする DMP の横にあるドロップダウン矢印をクリックして、[Visual Monitoring] チェックボックス
をオンにします（図 7（205 ページ））。
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デバイス管理の使用方法
図 7 [ビジュアル モニタリング（Visual Monitoring）] チェックボックス

[Device Management] での DMP の詳細の表示
ユーザ ロール：管理者（Administrator）/ヘルプ デスク（Help Desk）/サポート（Support）/施設オペレータ（Venue Operator）/
施設管理者（Venue Administrator）

アドレッシング情報、ファームウェア バージョン、ディスク領域、および設定など、[Device Management] から DMP に関す
る多くの情報を確認できます。

[Device Management] に DMP の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. [Device Management] からサムネイル ビューに移動します。

2. 検索を実行するか、現在のディスプレイをフィルタリングして、情報を確認する DMP を見つけます。

3. DMP のサムネイルをクリックします。[DMP Summary] ページが表示されます（図 8（205 ページ））。

図 8 [DMP サマリー（DMP Summary）] パネル

このページから 次のような TV の制御ができます。

— チャネルの選択

— TV オン（TV On）

— TV のスタンバイ

— DMP デバイスの更新

— DMP デバイスのリブート
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デバイス管理の使用方法
4. スイッチはスクリプト情報などの設定情報を表示するには、[Configuration] をクリックします。[DMP Configuration] 
ページが表示されます（図 9（206 ページ））。

このページから 次のような TV の制御ができます。

— Group

— アクティブ スクリプト（Active Script）

— スイッチ

— ビデオ モード（Video Mode）

— 画面解像度

図 9 [DMP 設定（DMP Configuration）] パネル

[Device Management] での DMP のリブート
ユーザ ロール：管理者（Administrator）/施設管理者（Venue Administrator）

管理者ロールを持つユーザのみが、[Device Management] 内から DMP をリブートできます。

[reboot devices] ボタンは、グリッド ビュー（図 10（206 ページ））またはサムネイル ビュー（図 11（207 ページ））から使用で
きます。

図 10 [デバイスのリブート（reboot devices）] ボタン：グリッド ビュー
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デバイス管理の使用方法
図 11 [デバイスのリブート（reboot devices）] ボタン：サムネイル ビュー

デバイス管理のポーリング期間の変更
ユーザ ロール：管理者（Administrator）/施設管理者（Venue Administrator）

デフォルトでは、デバイス管理では 120 秒ごとにデバイスをポーリングしてステータスを更新します。

デバイス管理のポーリング期間を変更するには、次の手順を実行します。

1. [Tools] > [Management Dashboard] > [Dynamic Signage Director Configuration] > [System Configuration] > 
[Management Dashboard] > [DMP Health Poller] に移動します。

2. [Configuration Property] ボックスで、[DMP Polling Interval] プロパティを見つけます。

3. [値（value）] ボックスに時間（ミリ秒）を入力します。

4. ディスク アイコンをクリックして変更内容を保存します。

ヒント：新しい値を適用するために DMP をリセットする必要はありません。スクリプトを開始するたびに、メディア プレー
ヤーはグローバル設定を取得します。
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デバイス管理の使用方法
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