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いざ、本格的運用となると、現場の様々な要望や、リクエストがでてきたり、応
用面での疑問がでてきたりと、すぐに対応できるものもあれば、あれこれ分かっ
ているつもりでも、不安になることが出てきます。
本書は、そこで運用面でのちょっとした疑問にお応えできるよう作成致しました。

デザイナーは動画編集ソフトウェアのようにデザインとタイムラインを同時に設
定します。
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1-1.配信コンテンツの準備

○IP_STUDIOで表示（配信）する、コンテンツを、共有フォルダーまたは作業
フォルダーに格納します。

ネットワークのフォルダー

IP_DATA３_HOST

○コンテンツをスケジューラ―に反映させるには更新ボタンをクリックします。

更新ボタン

※表示できるコンテンツ 静止画 JPG,PNG,PDF 動画 mpeg4、wmv、txt、WEB（URL)です。
PPTパワーポイントオリジナルファイルはそのままではできません。静止画はJPG,動画はwmvなどに
変換して下さい。ホームページ（URL）指定では、表示できないページもあります。

ここにファイル名が表示されます。

Memo：漢字、空白、特殊文字は使用できまん。

更新ボタンクリックの後にファイル名が表示され
ない場合はIP_STUDIOが認識してないということ
ですのでその場合、もう一度、

1.フォルダーの場所
2.ファイル名

を確認してください。

コンテンツと
各種設定情報が
格納されます。

コンテンツ スケジュール

平日/土曜･日曜

何時～何時まで …等

予め配信･表示するコンテンツの準備をして下さい。
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レイアウトとスケジュールの
最小ロール（尺）を作成

１日のスケジュール編成 カレンダースケジュール編成

Sample-A.IPA

Sample-B.IPA

Sample-C.IPA

デザイナー コンテンツスケジューラー ターミナルスケジューラー

1-2. IP_STUDIOオペレーションフロー

平日.IPB

IP_STUDIOは効率よくコンテンツ配信を行えるように下記のモジュールで
構成されています。オペレーションフローの手順で配信ができます。

グループ1.IPC 

アップロード転送

サーバーへアップロード

ターミナルへの割付とカレン
ダースケジュール編成をします。

デザイナーで作成したIPAを
表示したい時間に設定します。

コンテンツを何秒表示するか、
どの順番で表示するかを設定
します。

IPA IPB IPC作成ファイル 作成ファイル 作成ファイル

コンテンツ（ファイル）
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※IPA,IPB,IPCはWindowsの他のファイルと区別するために付けたIP_STUDIO独自の
識別子（拡張子）です。

※デザイナーで作成されるのがIPA,コンテンツスケジューラーで作成されるのがIPB,
ターミナルスケジューラーで作成されるのがIPCです。



1-3.IP_STUDIOの起動とコンテンツ配信、更新の基本

○IP_STUDIOのアイコンなどを操作してIP_STUDIOを画面に表示させてください。

○デスクトップにあるアイコンで起動

○タスクバーにあるアイコンで起動

○コンテンツの更新は

１.デザイナー ２.コンテンツスケジューラー ３..ターミナルスケジューラー

で行い、最後にアップロードでサーバーにアップロードします。

※ご利用の環境によって違いがあります。

○スタートメニュから選択して起動

または［Ctrl］+［Esc］
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1-4.デザイナーでコンテンツの差し替え

画面設計とタイムラインが既に設計されている場合は以下のようにコンテンツを更新（差し替え）
します。

⓵.タイムライン上のインジケーターボタンをクリックします。

⓶.コンテンツファイルフォルダーから差し替えるコンテンツのファイルを現在
のコンテンツのファイルの上にドラッグアンドドロップします。

⓷プレビューボタンで確認します。（適時）

⓸ファイルメニューからファイルの上書き保存をします。

それぞれのコンテンツの開始時間にある、小さな黒丸です。

Memo：差し替えるコンテンツは予めコンテンツフォルダーに格納してください。
（1-1.配信コンテンツの準備参照）

⓵

⓶

⓷

⓸

更新するコンテンツを時間ポインターで指定、表示確認しながらドラッグアンドドロップ

更新手順

プレビューボタンで確認できます。
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1-5.アップロード（ファイル転送）

デザイナーでコンテンツを差し替えた後に、
コンテンツスケジューラーで便組編成を変更したあとはアップロードを行います。

ファイル転送開始をクリックすると、確認メニューBOXが表示されます。
転送開始をクリックします。

□アップロード（ファイル転送）が正常に行われた場合、更新の欄の［○］が［ー］になります。
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2-1.デザイナー タイムラインの操作 その１

デザイナーでスケジュールの設定を変える方法を説明します。

1.コンンテンツの表示時間の設定（1ロールの時間設定）を例で説明します。

この例では、1ロール70秒に設定されています。これを120秒に変えます。

タイムトラック長変更ボタンをクリックします。

タイムトラック長変更ボタン

120と入力してOKボタンをクリックします。
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2-2.デザイナー タイムラインの操作 その２

タイムラインが70秒から120秒に変わっています。

※70秒以降は新しいコンテンツが無いので、最後のコンテンツが60秒間表示されます。

時間が追加されたタイムライン
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○タイムラインの時間が長いときは［＜］をクリックで縮小したタイムラインを表示できます。

赤いラインは動画(mpeg4と音楽mp3）の時に表示されます。

○コンテンツの表示時間を秒の挿入と秒の削除で設定できます。

□例）タイムトラックの10秒のところのコンテンツ表示を5秒長く表示する設定です。



2-3.デザイナー タイムラインの操作 その３

1.コンンテンツの表示時間の設定….個別コンテンツの表示時間の変更

それぞれのコンテンツの表示時間の変更の例を説明します。

例ではコンテンツは現在10秒の表示です。これを15秒に変更します。

15ecへインジケーターが移動してコンテンツの表示は10秒から15秒になります。

10Secのインジケーターにマウスを移動し、ボタンを押したままで15秒のところまで、
ドラッグします。

タイムラインなどの詳細は本編マニュアルも併せてご参照ください。
変更後はファイルメニューで「上書き」か「名前を付けて保存」をお忘れなく。
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2-4.コンテンツスケジューラーの操作 その１

コンテンツスケジューラーは1日のスケジュールを設定します。
時間軸にデザイナーで作成した、ファイルを配置（ドラッグアンドドロップ）して設定します。

下図の例で説明します。現在5分毎にデザイナーで作成したファイルが配置されていま
す。

一部を変更するには、ターゲットのところに変更したいファイルをドラッグアンドドロップし
ます。

デザインファイルをドラッグアンドドロップ

変更されるとライン
の色が変わります。
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2-5.コンテンツスケジューラーの操作 その２

複雑なスケジュールがあっという間に作成できます。メニューから簡単設定を
選択します。

配信するデザインファイルを、選びダブルクリックします。

OKボタンで、あっというまにスケジュールが生成されます。

例：２つを選択

あっという間
に自動生成

※本機能を利用する場合デザインファイル
は最小60秒単位で作成してください。

12

設定の開始終了時間も設定できます。



2-6.デザイナーでデザインレイアウト

デザイナーを使ってレイアウトを設計します。ここではシンプルな、１画面フル
表示を例に説明します。

１.デザインではまずスクリーン設定をします。
（参照； 4.スクリーン設定について）

２.イメージツールボックボタンをクリック

３.スクリーンキャンパス上でマウスをドラッグして、四角形の箱を描きます。この四角
がコンテンツの表示の大きさを設定します。

四角形はマウスだけでもできますが、正確なサイズと位置を決定するために、
イメージのプロパティボックスの数値を入力して、設定します。
オブジェクトのサイズに合わせるボタンにチェックを入れると、コンテンツが
作成した四角いっぱいに拡張されます。（フィッテング）
スクリーンの値と同じ幅、高さの数値を入力します。
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2-7.デザイナー拡張機能 ブラウザ表示

デザイナーで静止画、動画の他にも様々なコンテンツを表示する機能があり
ます。画像をドラッグアンドドロップしたあとにプロパティを使って設置します。

ブラウザー設定 WEBが表示できます。
任意の位置からサイズを指定して表示できます。
ポピューラーな認証方式；Basic認証に対応しています。
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2-7.ビューエディターの利用

コンテンツ数が多く並べ替え、秒数の変更が多い場合はビューエディターが便利です。

起動はイメージの上で右クリックでビューエディタ
を選択するかメニューから起動できます。

□表示秒数入力、並べ替えが簡単にできます。設定後はスクリーンエディターに戻り、
デザイナーの設定作業を続けます。確定ボタンでスケジューラーに反映されます。
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ドラッグアンドドロップ

並べ替えもドラッグアンドドロップ エクスプローラー起動



3-1.デザイナーと作成されるファイルIPAについて

デザイン IPA

IPB

IPC

IP_STUDIOのファイル関係についての説明…IPA

IP_STUDIOでは効率的な配信オペレーションを実現するために、経験とノウハウを反映した
ソフトウェアを実現してきましたが、その機能とファイル名の関係を簡単に説明します。

コンテンツスケジュール

ターミナルスケジュール

デザイナーによって生成されファイル
はIPA の拡張子を付けています。ス

ケジュールの最小単位となります。
（ロール、尺などども呼ばれます）
このIPA は何個でも作成できます。

デザイナーは画面デザイン（レイアウ
ト）と同時にそれぞれのコンテンツの
表示時間を設定します。配信の最小
単位となります。

ファイル名の他にIPAには名称を付け
ることができます。

デザイナー
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□タイムトラック長を60秒にして、15秒毎に4個のコンテンツを設定した例です



3-2.コンテンツスケジューラーと作成されるIPBについて

デザイン IPA

IPB

IPC

IP_STUDIOのファイル関係についての説明--IPB

コンテンツスケジュール

ターミナルスケジュール

コンテンツスケジューラーよって生成さ
れるファイルはIPB の拡張子を付けて
います。1日のスケジュールの単位とな
ります。
このIPBは何個でも作成できます。

デザイナーで作成された、個別のIPAを
組み合わせて1日のスケジュールを作
成します。

曜日ごとにスケジュール変えたい場合
などに威力を発揮します。

時間帯別にコンテンツの音量を設定で
きるなどの機能を搭載しています。

コンテンツスケジューラー
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□一般的な作成は

１.平日用
２.土曜日用
３.日曜日、祝日用
４.イベントなど特別な日用 などの作成です。

00：00

23：00

0分 60分

1日
24時間



3-3.ターミナルスケジューラーと作成されるIPCについて

デザイン IPA

IPB

IPC

IP_STUDIOのファイル関係についての説明….IPC

コンテンツスケジュール

ターミナルスケジュール

ターミナルスケジューラーよって生成される
ファイルはIPC の拡張子を付けています。ター

ミナル（端末）毎あるいはグループ毎のスケ
ジュールとなります。

端末毎、あるいはグループ毎に日別、曜日別
のスケジュールを設定できます。3ケ月先まで
設定できます。

このスケジュールは同時に複数設定すると警
告のエラーが表示されます。

Memo：グループとは配信の単位です。１台毎にすべて違うコンテンツ、スケジュールを設定する
場合は1台でも１グループとなります。逆に100台でも同じコンテンツ、同じスケジュールであれば
1グループとすることもできます。大規模配信用に、特定の端末だけ特定のスケジュールで配信
することも可能です。グループ設定はメンテナンスで行います。

ターミナルスケジューラー
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グループ1

グループ2

グループ3

グループ4

□ターミナルスケジューラーはグループへのカレンダースケジュール配信設定です。



3-4.設計の各機能とファイルの関係まとめ

IPA IPB IPC

IP_STUDIOの設計とファイル関係についての説明

スケジュールの最小単位。

個数に制限はありません。

最小時間は1分。

1日のスケジュールの作成。

個数に制限はありません。

ターミナル（表示端末）とスケ
ジュールの紐づけと月間のス
ケジュールを作成。
個数は一つのグループに1個。
（理由、同時刻に表示できる端末は1つと
なる理論上から）

スケジュールがきちんとできていれば、下記のようにグループ選択に表示されます。

Memo：IP_STUDIOはこの３つの機能で画面デザインとスケジューリングを行います。

ターミナルスケジュールはターミナル（表示端末）に対してのスケジュールの紐付けを行
います。ここが、複数登録されてしまうとエラーが表示されます。その場合は、Windows
のIP_STUDIOデータフォルダーで手動で削除して下さい。

※複数グループで配信する場合は、IPCはそれぞれの
グループで1個です。

NG

一つのグループで
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4.スクリーン設定について

IP_STUDIOの運用開始時に表示装置の解像度とデザインのレイアウトの基本となる、
スクリーン設定を行ないます。

一般的な解像度と、スクリーン設定の数値は以下のようになります。

解像度が1920X1080

解像度が1080X1920

Memo：解像度は表示装置（液晶、ターミナル）のPC（STB)の設定に合わせます。一般的にフルハ
イビジョンは1920ｘ1080、ハイビジョンは1366ｘ768です。4K（3840X2160）も可能です。
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5.データフォルダー設定

コンテンツの格納フォルダーはIP_STUDIOインストール時に設定します。

○IP_STUDIOのコンテンツ格納場所について

○コンテンツ格納の場所とサーバー情報を設定します。

○通常はご利用のPCを利用しますが、社内LAN（構内LAN)の場合でも同様にホストアドレスなど
の設定ができます。。

〇通常はデフォルトのままでご利用下さ。

[ c:¥IP_DATA3_HOST ]
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6.配信グループ設定（グループ編成）

同じコンテンツを配信するターミナル（端末）を一つのグループにします。

下記の例ではグループを２つ作成しています。

グループ１のターミナル１～３とグループ２のターミナル４～５はそれぞれ同じコンテンツ、
同じスケジュールで配信（表示）されます。

グループ、ターミナルの設定（編成）はメンテナンスで行います。

○IP_STUDIOは端末へ効率的配信を行うためグループという設定ができます。

○編成の変更は適時設定できます。端末の追加時、編成変更には登録･修正

の設定おこなってください。

○IP_STUDIOの各操作でグループで開く、グループの指定などはすべてこの

編成に基づいています。
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○編成の変更は適時
設定できます。端末の
追加時、編成変更に
は登録･修正の設定お
こなってください。



A1.デザイナー メニュー･コマンドの説明

：サイネージの解像度を指定

：トラック（ロールの尺）の設定

イメージツール：画像のスクリーン上にレイアウトする
時に使います。デザイナーでは一番使
うツールです。

プロパティツール：マウスの右クリックで表示
プロパティ：画像のサイズを設定
ビューエディタ：簡単操作の編成ツール
ブラウザ設定：WEBブラウザの設定ツール
動画のときはMPEG設定（音量設定ができます）

タイムラインはレイヤーを見ながら設定

･画像をどのタイミングで表示するか
･画像の重ね合わせ
･表示、非表示

ビューエディター
の起動

メニューからもできます

Windowsのエクスプローラを起動させて
コンテンツの詳細などを確認できます。

：コンテンツファイルは
実際に配信するコンテンツ
を格納します。

：共有フォルダーは
クラウド、ネットワーク
上のコンテンツを格納
しているところです。

ドラッグアンドドロップします。
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A2.コンテンツスケジューラー メニュー･コマンドの説明

簡易設定：指定時間内でロール（IPA)を繰り返して
表示する時に便利な機能

：デジタルサイネージのコンテンツ表示時間です。

デザインファイル：デザイナーで作成した
ロール（IPA）です。ここから
ドラッグアンドドロップします。

識別ファイルリスト：スケジュールされたIPA
のファイル名、名称、表示回数、表示時間が
確認できます。ファイル名をクリックするこ
とでIPAをデザイナーで確認できます。

IPAをドラッグアンドドロップ
するときに終了時間と次のIPAを
指定できます。
次のIPA指定は省略できます。

STB（サイネージ）のシャットダウン、
再起動時刻を指定できます。

簡易設定：面倒な設定がワンタッチでできます。

ドラッグアンドドロップします。
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時間別ボリューム指定



A3.ターミナルスケジューラー メニュー･コマンドの説明

グループ選択：配信するサイネージのグループを選択します。

ファイル：新規または上上書きします。

通常スケジュール：曜日、特定日をしてしてない場合
はこのIPBが毎日表示されます。

曜日指定；指定した曜日で表示されます。

曜日指定；その月の指定した曜日で表示されます。
日付指定：指定した日だけ表示されます。

コンテンツスケジュールで作成した
ファイルが格納されています。
ここからドラッグアンドドロップします。

グループの選択はターミナ
ルで設定したグループ
に配信するための選択です。

ドラッグアンドドロップします。
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A4.ファイル転送（アップロード） メニュー･コマンドの説明

ファイル転送：グループを選択して アップロード開始ボタンをクリック

転送が正常に完了すると［○］が［ー］になります。

転送ログボタンで転送のロ
グ情報が確認できます。

転送はすでに一度行われている場合は
［ー］が表示されます。
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･通常配信
･急ぎ配信：今の時間を指定



A5.モニター メニュー･コマンドの説明

モニター設定：
ログの保存期間とエラーの警報の
色を指定できます。

ターミナル一覧：
稼働中のサイネージの状況を
モニターします。
システム時刻：STBの時刻
プレーヤー時刻：IP_STUDIOプレーヤの時刻
などが確認できます。

ターミナル一ログ：サイネージの日別稼働状況を確認できます。
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