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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確

認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参

考和訳です。

米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合が

あるため、正式な内容については米国サイトのドキュ

メントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、

または、弊社担当者にご確認ください。
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概念

Cisco Digital Media System（Cisco DMS）は、このマニュ

アルで説明する製品を含む製品およびテクノロジーのファミ

リーです。Digital Media Player（DMP）は、アドレスを持

つ、頑丈な小型ネットワーク デバイスで、デジタル サイネージ 
コンテンツやエンタープライズ TV コンテンツを DMP ディスプ

レイに配信します。DMP ディスプレイとは、LCD 
Professional シリーズのディスプレイ、または視聴者にメ

ディアを提供するための直接接続されたその他のテレビ画面、

モニタ、またはプロジェクタ（アナログまたはデジタル、標準

解像度または高解像度）のことです。DMP は、保護ケースに入

れることで、不正使用や盗難を防ぐことができます。保護ケー

スは別途購入する必要があります。Digital Media Player 
Device Manager（DMPDM）は、Web ベースのグラフィカル 
ユーザ インターフェイスであり、初期セットアップ時に 1 台の 
DMP を設定し、1 台の DMP を別個に設定して、メディアを 1 
台の DMP ディスプレイに配信できます。DMPDM は、管理対

象の DMP から動作します。システム管理者、コンテンツ管理

者、およびグラフィック デザイナは、DMM-DSM と呼ばれる 
Digital Media Manager（DMM）ソフトウェア モジュールを

使用して、DMP デバイスのネットワークを集中管理し、サイ

ネージ用のアセットを整理して 1 つにまとめ、レイアウトを設

計したり、メディアを DMP ディスプレイに配信したりします。

別個ライセンスが必要な DMM-ETV ソフトウェア モジュールの

機能を使用すると、IP ネットワーク経由で VoD やライブ テレ

ビ ブロードキャストを配信したり、オンスクリーンの電子番組
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ガイド（EPG）を設定することができます。また、EPG データ 
プロバイダー サービスへの登録を管理したり、DMP のリモコ

ン（別売）をプログラムすることができます。

詳細情報

DMS 製品、関連するテクノロジー、および Cisco 全般の詳細に

ついては、次の URL を参照してください。

説明 参照先

DMS の概要 http://www.cisco.com/go/dms

Cisco DMS 製品の

ユーザ マニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/ps
6681/products_documentation_roadmap
s_list.html

FAQ とトラブル

シューティング

http://www.cisco.com/en/US/products/ps
6681/prod_troubleshooting_guides_list.h
tml

デジタル サイネージ

のシスコ アカデミー

http://www.cisco.com/go/dms/ads

My Tech Support（要

登録）

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd
_my_tech_support.html

Cisco Service 
Contract Center

http://www.cisco.com/web/partners/servi
ces/resources/cscc/index.html

シスコ セキュリティ 
アドバイザリ

http://www.cisco.com/en/US/products/pr
oducts_security_advisories_listing.html
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1 パッケージ内容の確認
DMP 4305G 1 台の製品パッケージには、次の内容がすべて含ま
れています。

• 重要な法的情報が記載された購入証明書（保管してくださ

い）

• このクイック スタート ガイドとその他の製品マニュアル

• DMP 4305G 1 台

• 信号ケーブル 2 本

– HDMI

– コンポジット /RCA

• AC アダプタ 1 本とはめ込みプラグ 4 個 

パッケージの内容が不足している場合や、不具合がある場合は、

http://cisco.com/en/US/support/ で、DMS 製品のサポート担当と

して訓練を受けているテクニカル サポート チームに問い合わせ

てください。
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2 DMP の設置に適した場所
の決定

DMP は、使用する地域の標準電圧（100V ～ 240V）が供給さ

れる AC コンセントから 1.8 メートル以内に設置してください。

各種ビデオ ケーブル タイプのサポートされている長さについて

は、「DMP ディスプレイへの接続」（P.11）を参照してください。

許容される環境の範囲

DMP 4305G は室内用です。

温度1 米国慣用単位 メートル法単位

最低 最高 最低 最高

動作時：長期間また

は短期間

41 °F 104 °F 5 ℃ 40 ℃

非動作時または保

管時

–4 °F 140 °F –20 ℃ 60 ℃

相対湿度2 最低 最高

動作時、非動作時、

および保管時

20% 85%
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3 DHCP ネットワークへの
参加

DMP 4305G の出荷時設定では、DHCP サーバから IP アドレス

が自動的に取得されます。DHCP サーバがない物理的な場所に 
DMP を配置する場合に、DMP を設定して静的 IP アドレスを使

用する方法については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7220/products_user_guide
_list.html で該当する『User Guide for Cisco Digital Media 
Player Device Manager』を参照してください。

高度3 米国慣用単位 メートル法単位

最低 最高 最低 最高

動作時、非動作時、

および保管時

0 フィー

ト

13,780 
フィート

0 メート

ル

4,200 
メートル

1. 周囲温度

2. 結露しない周囲湿度

3. 海抜
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ヒント ネットワーク セキュリティ ポリシーにより、

DHCP アドレスの割り当てが既知の MAC アドレ

スを持つネットワーク インターフェイス カードに

限定されている場合、DMP シャーシの底面に貼ら

れたステッカーを読み、その MAC アドレスをセ

キュリティ ポリシー管理者に伝えてください。

ステップ 1 標準的なイーサネット ケーブルの端を、DMP 
シャーシの背面にあるイーサネット 10/100 ポー

トに差し込みます。

ステップ 2 イーサネット ケーブルのもう一方の端を、DHCP 
ネットワークに参加しているネットワーク ハブ、

ネットワーク スイッチ、またはルータに差し込み

ます。
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4 DMP ディスプレイへの
接続

LCD-110-PRO-52S や LCD-100-PRO-40N などの Cisco LCD 
Professional シリーズのディスプレイ（DMP とは別売）を使用
することを推奨します。LCD Professional シリーズのすべての
ディスプレイでは、DMS ファミリー製品での動作が認定および
テストされています。

シスコ以外のディスプレイを使用する場合は、アナログ ディス
プレイではなくデジタル ディスプレイを推奨します。デジタル 
ディスプレイのタイプについては、プラズマではなく LCD を推
奨します。

デジタル サイネージでは、フルモーション ビデオよりも静的イ

メージの方がよく使用されます。ほとんどの場合、コンテンツ

は Web ベースか Flash アニメーションです。これらのメディア 
タイプの性質として、デジタル サイネージの一部のピクセルが

十分な頻度で更新されないことがあります。LCD は、プラズマ 
ディスプレイよりも焼き付きの影響を受けにくいため、デジタ

ル サイネージ用の選択肢としては LCD の方が優れています。

LCD ディスプレイではイメージの残像が問題となることがあり

ますが、ほとんどの場合は自動的に修正され、製造元のガイド

ラインに従ってディスプレイを正しく管理すればほとんど起こ

りません。
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関連するすべての国際標準に準拠している限り、どの製造元の
ディスプレイでも使用できます。

大部分の型およびモデルのデジタル ディスプレイを DMP に接
続する場合、付属の HDMI ケーブルをビデオ用およびオーディ
オ用に使用することを推奨します。ただし、それ以外のデジタ
ル ディスプレイについては、ビデオ用に HDMI ケーブルと 
HDMI-DVI アダプタを組み合わせて使用し、オーディオ用に付
属のオーディオ ケーブル（3mm ジャックおよび赤と白の RCA 
プラグ）を使用した場合のみ接続できることがあります。

アナログ ディスプレイを DMP に接続するには、ビデオ用およ
びオーディオ用に付属のコンポジット /RCA ケーブルを使用す
ることを推奨します。

ステップ 1 DMP シャーシの背面で、次のいずれかの手順に

従います。

• HDMI インターフェイスがあるデジタル 
ディスプレイに DMP を接続する場合、

HDMI ケーブルのオス端子を DMP の HDMI 
インターフェイスに差し込みます。

• HDMI インターフェイスがないディスプレイ

に DMP を接続する場合、次のすべての手順

に従います。
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– HDMI ケーブルのオス端子を DMP の
HDMI インターフェイスに差し込み、
HDMI-DVI アダプタを HDMI ケーブル
のもう一方の端に接続します。

– RCA ケーブルの赤色ジャックを DMP の 
AUDIO/RIGHT インターフェイスに差
し込みます。

– RCA ケーブルの白色ジャックを DMP の 
AUDIO/LEFT インターフェイスに差し
込みます。

• DMP をアナログ ディスプレイに接続する場

合、次のすべての手順に従います。

– RCA ケーブルの黄色ジャックを DMP の 
CVBS インターフェイスに差し込みま
す。

– RCA ケーブルの赤色ジャックを DMP の 
AUDIO/RIGHT インターフェイスに差
し込みます。

– 白色ジャックを DMP の AUDIO/LEFT 
インターフェイスに差し込みます。

ステップ 2 ケーブルのもう一方の端を、DMP ディスプレイ

の対応するインターフェイスに接続します。
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ステップ 3 DMP ディスプレイの電源がオンになっていない

場合は、ここでオンにします。

5 100V ～ 240V AC ソケッ
トへの接続

警告 付属の電源アダプタとプラグのみを使用してくだ
さい。

ステップ 1 DMP 電源コードを組み立てます。

a. 使用する地域（米国、EU、英国、または

オーストラリア）に適したプラグ タイプを

特定します。

b. プラグを AC アダプタにはめ込みます。

ステップ 2 DC バレル コネクタを、DMP シャーシの 5V DC 
電源モジュールに接続します。
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ステップ 3 接地されていることがわかっていて、使用する地

域の適切な電圧レベルが使用されている AC 電源

コンセントに接続します。サポートされているレ

ベルは、100V ～ 240V の範囲です。

サージ電流から DMP を保護するため、サージ プロテクタを使

用するか、信頼できる製造元の無停電電源装置を使用すること

を推奨します。

6 LED の確認
DMP シャーシには、グリーンの LED とレッドの LED が付いて

います。DMP を AC 電源に接続すると、DMP のフロント グリ

ルを通して両方の LED が点灯するのがわかります。

LED には、DMP に電力が供給されているかどうかと、IP アド

レスが取得されているかどうかが示されます。

• グリーンの LED の点灯は、電源が入っていることを示しま

す。

• レッドの LED の点灯は、DMP が IP アドレスを取得中であ

ることを示します。DMP が IP アドレスを取得すると、

レッドの LED は消えます。
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赤外線信号の干渉の影響を受けている場合を除いて、LED は点

滅しません。

7 DMPDM へのログインと
パスワードの変更

ステップ 1 DMP ディスプレイにシスコ ロゴが表示され、

DMP の IP アドレスが表示されたら、IP アドレス

を書き留めます。
16



 

ヒント このスプラッシュ画面を後で再設定して、表示時

間を出荷時設定の 30 秒より短くしたり長くしたり

するには、[Settings] > [Browser] を選択し、
[Splash Screen Display Time (in milliseconds)] 
フィールドに新しい時間をミリ秒単位で入力して
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から [Apply] をクリックします。次に、

[Administration] > [Save Configuration] を選択し、

[Save] をクリックします。

ステップ 2 ブラウザから、書き留めた IP アドレスにアクセ

スします。

ステップ 3 DMPDM のログイン プロンプトで、「DMP Web 
アカウント」ユーザとしてログインし、ユーザ名 
admin とパスワード default を入力します。

注意 DMPDM で、次の両方のアカウントの出荷時設定

パスワードを変更しないと、ネットワークのセ

キュリティが侵害される可能性があります。

･ DMP Web アカウント ユーザ

･ DMP サービス アカウント ユーザ

ネットワークをこの脆弱性から保護するには、残

りの手順を完了する必要があります。

Web サービス アカウントは、DMPDM 自体にログインするとき

に使用します。DMP サービス アカウントは、FTP ログイン特

権を持つユーザ アカウントです。DMP サービス アカウントは、

DMP で FTP サービスが有効なときのみ使用できます。
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DMP の数がごくわずかであり、それらを別個に管理する場合

は、各 DMP の DMP Web アカウントおよび DMP サービス ア
カウントのパスワードを DMPDM で手動変更できます。

一方、多数の DMP があり、それらを集中管理する場合は、

DMM アプライアンスで完全なライセンスを取得した 
DMM-DSM ソフトウェアを使用して、DMP グループに追加し

たすべての DMP の両方のアカウントのパスワードを一括変更

できます。ただし、この方法で DMM-DSM を使用するには、

まず集中管理する各 DMP で「集中管理の設定」（P.27）を実行

する必要があります。

（注） DMM-DSM を使用して DMP のパスワードを変更する

ときは、DMM-DSM で入力するテキスト文字列を URI 
符号化の正しい構文にする必要があります。文字列を

送信する URI 符号化の構文では、クエリー可能なオブ

ジェクトの値にスペースを含める必要がある場合は、

必ずスペースの代わりにプラス記号（+）を入力する必

要があります。たとえば、クエリー可能なオブジェク

トが「user」でその値が「John Smith」の場合、文字列

には「user=John+Smith」と入力します。文字列の値に

実際のプラス記号を含める必要がある場合は、プラス

記号を %2B として明示的に符号化する必要がありま

す。

感嘆符（!）、疑問符（?）、アンパサンド（&）、および
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アスタリスク（*）は、値では使用できません。

クエリー文字列を送信する URI 符号化とその推奨構文

については、http://tools.ietf.org/html/rfc1630 で 
RFC 1630 を参照してください。

注意 ネットワークのセキュリティを保護するため、こ

こで手順 4 を完了することを強くお勧めしますが、

手順 4 をスキップしてネットワークのセキュリ

ティ脆弱性を残したままでも DMP は機能します。

手順 4 を完了する前に、「集中管理の設定」（P.27）
を完了する必要があります。

ステップ 4 DMPDM を使用して 1 台の DMP で DMP Web ア
カウント パスワードを変更するには、

[Administration] > [DMP Web Account] を選択し

ます。[Password] フィールドに新しいパスワード

を入力し、[Repeat Password] フィールドにもう

一度入力してから、[Apply] をクリックします。

次に、[Administration] > [Save Configuration] を
選択し、[Save] をクリックします。次に、

[Administration] > [Restart DMP] を選択し、

[Restart] をクリックします。
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または、DMM-DSM を使用して、デジタル サイ

ネージ ネットワーク上の複数の DMP でパスワー

ドを同時に変更することもできます。

a. [Digital Media Players] > [Advanced 
Tasks] > [System Tasks] を選択し、ブランク 
ページ アイコンをクリックして、新しいシ

ステム タスクを作成します。

b. 新しいタスクの名前と説明を入力し、

[Request Type] リストから [Set] を選択しま

す。

c. [Request] テキスト ボックスで、URI 符号化

の正しい構文を使用して 
mibifc.user=admin&mibifc.password=new
_password&mib.save=1 と入力します。こ

こで、new_password は DMP Web アカウン

ト ユーザに割り当てるそのままのパスワー

ドです。

d. タスクを保存して使用できるようにするに

は、[Submit] をクリックします。

e. デジタル サイネージ ネットワーク上の複数

の DMP に、パスワード変更指示を同時に送

信するには、次の手順に従います。

– [Schedules] > [Play Now] を選択します。
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– [DMP Groups] オブジェクト セレクタか
らグループを選択します。

– DMP Web アカウント パスワードを変更
する各 DMP のチェックボックスをオン
にします。

– [Select an Event Type] リストから、手
順 4b で名前を付けたシステム タスクを
選択します。

– [Submit] をクリックします。

（注） 手順 4 を完了するときに資格情報に加えた変更によっ

て、信頼できる DMM アプライアンスが一時的に DMP 
と通信できなくなります。正しく通信できるようにす

るには、「集中管理の設定」（P.27）の手順 3 を繰り返す

必要があります。

ステップ 5 DMPDM を使用して 1 台の DMP で DMP Web ア
カウント パスワードを変更するには、

[Administration] > [DMP Service Account] を選

択します。[Password] フィールドに新しいパス

ワードを入力し、[Repeat Password] フィールド

にもう一度入力してから、[Apply] をクリックし

ます。次に、[Administration] > [Save 
Configuration] を選択し、[Save] をクリックしま

す。
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必要な場合は、DMM-DSM を使用して、デジタ

ル サイネージ ネットワーク上の複数の DMP でパ

スワードを同時に変更できます。

a. [Digital Media Players] > [Advanced 
Tasks] > [System Tasks] を選択し、ブランク 
ページ アイコンをクリックして、新しいシ

ステム タスクを作成します。

b. 新しいタスクの名前と説明を入力し、

[Request Type] リストから [Set] を選択しま

す。

c. [Request] テキスト ボックスで、URI 符号化

の正しい構文を使用して 
init.FTP_password=new_password&mib.sa
ve=1 と入力します。ここで、new_password 
は DMP サービス アカウント ユーザに割り

当てるそのままのパスワードです。

d. タスクを保存して使用できるようにするに

は、[Submit] をクリックします。

e. デジタル サイネージ ネットワーク上の複数

の DMP に、パスワード変更指示を同時に送

信するには、次の手順に従います。

– [Schedules] > [Play Now] を選択します。
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– [DMP Groups] オブジェクト セレクタか
らグループを選択します。

– DMP サービス アカウント パスワードを
変更する各 DMP のチェックボックスを
オンにします。

– [Select an Event Type] リストから、手
順 5b で名前を付けたシステム タスクを
選択します。

– [Submit] をクリックします。

8 ビデオ出力の設定

ステップ 1 [Settings] エリアで、[DMP Display Attributes] を
クリックします。

ディスプレイ自動検出機能がデフォルトで有効に

なっています。DMPDM により自動的に行われ

た選択および入力内容をそのまま使用する場合、

このセクションは完了しているので「集中管理の

設定」（P.27）に進むことができます。
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内容を変更する場合は、次の手順に従います。

a. [DMP Display Autodetection (requires 
HDMI)] リストから、[Disable] を選択しま

す。

b. [Display Standard] リストから、使用する国

で該当する標準を選択します。たとえば、出

荷時設定の選択内容が NTSC_M でも、国に

よっては PAL が使用されていることがあり

ます。

c. [Interface (DMP display output)] リストか

ら、使用するコネクタ タイプと信号タイプ

を選択します。たとえば、SVIDEO を使用

できます。

選択するオプションがわからない場合は、

DMP ディスプレイの製造元のマニュアルを参照

してください。

ステップ 2 [Color Space] リストから、DMP ディスプレイに

使用する絶対色空間を選択します。

ステップ 3 色空間として RGB を選択した場合、[Color 
Component Order] リストからオプションを選択

して、赤、緑、および青のデータが保存される順

序を定義します。この定義は、左から右の加法カ

ラー モデルと呼ばれることがあります。
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ステップ 4 （オプション）必要なスライダを動かして、ビデ

オ（照度、コントラスト、彩度）や音声（チャネ

ル音量）における DMP ディスプレイの不足を補

います。

ステップ 5 選択内容を確認し、それらを変更したり DMP を
再起動する前に適用するには、[Apply] をクリッ

クします。

ステップ 6 選択内容が DMP ディスプレイに適しているかど

うかをテストするため、[DMP Mode] エリアの 
[Show IP] をクリックします。

DMP ディスプレイにシスコ ロゴが表示され、

DMP の IP アドレスが表示されます。

ステップ 7 DMP を再起動した後も設定の変更を保持するに

は、次の手順に従います。

a. [Administration] > [Save Configuration] を選

択します。

b. [Save Configuration] ページで、[Save] をク

リックします。
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9 集中管理の設定
DMP をデジタル サイネージ ネットワークの一部として集中管
理する場合、DMPDM と DMM-DSM が連動するように再設定
する必要があります。

注意 信頼できない DMM アプライアンスが DMP を制

御できないようにするには、ネットワーク ファイ

アウォールを設定して、TCP ポート 7777 経由で 
DMP にインバウンド トラフィックを送信可能なデ

バイスを制限する必要があります。アクセス制御

リストの使用方法がわからない場合は、ファイア

ウォールの製造元のマニュアルを参照してくださ

い。

ステップ 1 DMPDM で、信頼する DMM アプライアンスを

指定します。

a. [Settings] > [Centralized Management] を選

択します。

b. [DMM-DSM Server Timeout (in seconds)] 
フィールドに、DMP が信頼できる DMM ア
プライアンスからの応答を待機する最大秒数
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を入力します。信頼できるアプライアンスと

は、DMM-DSM を提供するアプライアンス

のことです。

c. [DMM Appliance IP Address] フィールドに、

信頼できる DMM アプライアンスのルーティ

ング可能な IP アドレスまたは DNS 解決可能

なホスト名を入力します。

DMM-DSM を使用して新しい DMP を自動
検出した場合、[DMM Appliance IP 
Address] フィールドに DMM アプライアン
スの正しい IP アドレスがすでに入力されて
いることがあります。

d. 選択内容を確認し、それらを変更したり 
DMP を再起動する前に適用するには、

[Apply] をクリックします。

e. DMP を再起動した後もそれらの設定の変更

が保持されるようにするには、次の手順に従

います。

– [Administration] > [Save Configuration] 
を選択します。

– [Save Configuration] ページで、[Save] 
をクリックします。
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（注） 集中管理が有効になると、DMM-DSM と DMP が TCP 
ポート 7777 経由で通信します。

ステップ 2 デジタル サイネージ ネットワーク全体にある集

中管理対象の DMP すべてで、次の情報が共有さ

れていることを確認します。

• DMP Web アカウントの同一のユーザ資格情

報 

• DMP サービス アカウントの同一のユーザ資

格情報

これらの資格情報を同一にする方法については、

「DMPDM へのログインとパスワードの変更」

（P.16）を参照してください。

ステップ 3 DMM-DSM で、集中管理対象の DMP の正確な

ユーザ資格情報を指定します。

a. [Settings] > [Server Settings] を選択します。

b. 次のうち、必要な値を入力します。

– [Servlet Server Address]：まだ入力して
いない場合は、DMM-DSM を提供する
アプライアンスの DNS 解決可能なホス
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ト名およびドメイン
（dmm.example.com など）を入力しま
す。

– [DMP User Name]：admin と入力する
か、DMP Web アカウント ユーザ名をデ
フォルト値から変更した場合は、割り当
てた新しいユーザ名を入力します。

– [DMP User Password]：ユーザ名に対応
するパスワードを入力します。

c. [Save] をクリックします。

（注） 後で DMM-DSM でシステム タスクを使用して DMP の
資格情報を変更する場合（「DMPDM へのログインとパ

スワードの変更」（P.16）を参照）、この [Server 
Settings] ページに戻って値を更新し、DMP の新しい資

格情報と同一になるようにする必要があります。この

情報を更新しないと、DMM-DSM が DMP と通信しよ

うとするときに古い資格情報が使用され、通信に失敗

すると DMP が到達不能で管理できないと見なされま

す。
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10 DMP のリモコンについて
リモコン（Cisco 部品番号 DMP-RM-K9=）を使用して、DMP 
を操作することができます。リモコンは、DMP とは別売りで

す。

このリモコンを購入した場合、製品キットには印刷された

『Remote Control Quick Start Guide for Cisco Digital Media 
Players』が同梱されています。または、Cisco.com でリモコン

のクイック スタート ガイドを読むことができます。

11 DMP の保護ケースについ
て

DMP は、DMP とは別売の保護スチール ケースに入れるておく
ことができます。このケースには、次の特徴があります。

• 壁、柱、天井、金属製の柱、または VESA 準拠のフラット 
パネル ディスプレイにしっかりと取り付けることができま

す。

• DMP が物理的に安定します。

• 不正使用や盗難を防ぎます。

• 建物に対して適応性があり、費用効率の高い選択肢です。
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シスコでは、これらの保護ケースを複数のサイズで製造してい

ます。DMP 4305G シャーシが入るサイズでは、Cisco 部品番号 
69-1802-01 が使用されています。

保護ケースを購入すると、製品キットには印刷された

『Protective Case Assembly and Mounting Guide for Cisco Digital 
Media Players』が同梱されています。または、Cisco.com で組

み立ておよび取り付けガイドを読むことができます。

12 マニュアルの入手方法お
よびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な
情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in 
Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの
新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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