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株式会社 ダイエン

インフォメーションシステム
ご提案書

Microsoft Officeのアプリケーション～
上位システム自動連携コンテンツまで！

緊急地震速報システム連携
ユニバーサル・サイネージシステム

マルチビジュアルコントローラー



【Microsoft Office】のアプリケーションで作成された表示情報を
指定のプリンターへ印刷することによりディスプレイへの超簡単表示が可能！

Excel・Word・PDFなどの文章データ（新規/既存）を、インフォメーション用専用プリンタードライバーで『印刷』⇒『OK』を行って
頂くだけで、超簡単に表示用ディスプレイへ表示を行う事が出来ます！

複数のコンテンツ登録用ＰＣから、表示用ディスプレイへ表示が行えるため、
限られた表示スペースの有効活用が可能！

サーバ/クライアント方式の採用により、複数の担当者や部署のＰＣから表示用コンテンツの登録・修正・削除等の運用が
行えるため、限られた表示用ディスプレイへの表示を行う事が出来ます。
また、全ての登録コンテンツやスケジュールをサーバーで一括管理するため、一元的な管理運用を可能としております！

複数のＰＣでの共有運用にて発生する、登録コンテンツの誤消去・誤修正を防ぐための各種権限設定を
行う事が出来ます！

複数のコンテンツ登録用ＰＣで運用するための権限設定が行えます！

【類稀な４つの特長】
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特長;１

特長；2

特長；3

情報事務資材株式会社の緊急地震速報システムとのコラボレーションを実現し、平時は多種多様なインフォメーション情報を
表示し、近隣で地震が発生した場合にはいち早く表示画面が切り替わり『緊急地震速報』ポップアップ表示を行います。

【緊急地震速報システム】とのシステム共存を行うことで、平時のインフォメーション表示
のみならず、地震発生時には表示の複合を行い、『身に迫る危険』を見える化致します！

特長；4



１、日々業務に追われる担当者様に対し、より『簡単に！』システムの活用を行って頂け、
システム使用に『ストレスを感じる事無く！』、情報表示が行えます。

２、『Microsft Officeのアプリケーション』や『pdfファイル』からポスターデータ（JPEG）まで、
幅広いコンテンツの登録が行えるため、既存資料の活用など時間を掛けずに情報表示が行えます。

３、各担当者様のスキルに合った運用を可能とするため、来校・来館されるお客様へ
スムーズな情報提供サービスが行えます。

４、緊急災害オプション機能として、
・『地震発生情報』：緊急地震速報システムとのコラボによる危険予測ポップアップ表示を行うことで、

近隣で発生した地震の強い揺れに対し危険回避を促すツールとして活用できます。
また、その他にも
・『災害発生後の事後の沿線電車の遅延情報表示』。
・『施設内火報システム自動連携による見える化表示』。

など、様々な緊急情報ツールとして活用できます。

５、【広報活動の一環として、】
緊急災害オプションの採用により、平時でのテロップ表示内に『表示システムは、緊急地震速報と
連携しております。』等の表示を行う事で、来校・来館される方々に対し【緊急災害への取り組み】を
ＰＲすることにもつながります。

◆期待できる効果
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◆平時の表示イメージ＜１＞

■ Microsoft Officeアプリケーションの活用表示イメージ
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PDF+ﾃﾛｯﾌﾟ表示

JPEG表示

◆神奈川県内就職セミナー

ホームページ
表示

F1 世界選手権シリーズ開催
特別宿泊プランの予約を承ります。

Ｐower Point表示



１、各種登録内容（スケジュール登録・画面分割設定・コンテンツ登録など）を、
様々な画面へ登録するのでは無く、一覧的に行えますので『スムーズな管理/運用』が可能です。

◆コンテンツ配置設定画面：
表示分割パターンの設定を行います。

◆トップ画面：
各ディスプレイ単位のスケジュール表

■日々の業務に追われる担当者様が、簡単に運用できるよう考慮されたインターフェイス！

◆コンテンツ登録画面：
各ディスプレイ単位コンテンツ登録を行います。

＜１クリック＞

＜ダブルクリック＞

・右画面（コンテンツ配置画面）の対象エリアを
１クリックしますと、青色エリアの登録内容が
切り替わり、予め作成しておいたコンテンツを
ファイルから読み込みます。

◆操作ステップ：
①スケジュール画面で対象ディスプレイのスケジュールエリアをダブルクリックします。

②コンテンツ登録画面に変わりますので、基本情報（番組名・放送日時/時間など）の
入力を行います。

③ディスプレイのコンテンツ配置設定を行います。
④配置設定完了後、予め作成しておいたコンテンツを配置エリアに合わせ、

任意フォルダより読み込みます。
⑤全てのコンテンツの登録が完了しましたら、画面上の登録ボタンで操作は完了です。

便利
機能

●番組ポケット機能：
過去に登録した『コンテンツ』・『分割ｲﾒｰｼﾞ』を
表示したイメージそのままに、番組ポケットへ
保存しておく事が出来るので、超簡単に流用
ができます。

◆超簡単運用を実現させるコンテンツ登録画面
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■インターネットページの表示
ホームページなどのインターネット画面を表示させることが
可能です。（http://www・・・）

■Microsoft社製PowerPointのスライドショー自動再生
米Microsoft社製PowerPointをディスプレイの分割エリア内
（全画面表示も可能）でスライドショーを自動的に実行させる
ことが可能です。

■動画ファイルの再生

動画ファイル（mpeg/avi/wmv）などＷindows MeddiaPlayer

で再生できるデータを表示分割ｴﾘｱ内で再生できます。

■画面分割を自由にレイアウト
ディスプレイへ表示するコンテンツの表示エリアを自由に
設定する事が可能です。（自由レイアウト機能）

■テロップ(文字情報)の表示
文字情報をニュース感覚で横スクロールさせながら表示する
ことが可能です。

■静止画の表示
ポスターデータやスキャナー取り込みデータなどjpeg
及びBMPといった静止画像を表示することが可能です。

■テキストの表示（専用ソフト使用）
上位基幹系システムとのテキストデータの自動連携を行う際
に、 適な専用機能です。
フォントトランス機能を有し、表示文字の拡大縮小を自動で
行います。

■フラッシュ動画ファイルの再生

フラッシュ動画ファイルを表示分割ｴﾘｱ内で再生できます。

■ Microsft Officeのアプリケーション表示

Ｍicrosoft Office（Excel/Word/PDFなど）を指定プリンターへ

ファイル⇒印刷することで、表示用ディスプレイへ静止画として

■他に類を見ない様々なコンテンツ登録を実現致します。

◆表示可能なコンテンツの種類
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印刷

①ファイル⇒印刷
⇒指定プリンター
へ印刷。

印刷プレビュー
が表示されます。

③取り込み画面上の
OKボタンを押す。

■プリンターへ印刷するイメージで簡単に表⽰を⾏うことができます。

新規/既存のMicrosoft Office （Excel・Word・ＰＤＦ等)で作成されたコンテンツを、
そのまま利用することが出来るため、改めてコンテンツを作成する時間を 小限にする事が出来ます。

⑤分割エリア内の静止画（ブルー）
エリアを選択します。

③スケジュールソフトの画面より
表示したいディスプレイを選択
し、コンテンツ登録画面を開きます。

スケジュール画面

登録画面

④登録が完了するとファイル名が
表示されます。
これで登録ボタンを押すと完了です。

Excel使用の場合

◆ Microsoft Officeのアプリケーションの登録イメージ

②印刷データ取り込み用ソフト画面と
スケジュール登録画面の双方が
自動起動します。

選択

設定

④ディスプレイの
表示分割比率
を選択します。

ｺﾝﾃﾝﾂ
登録

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
登録

表示
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表示情報の登録・更新する操作をインフォメーション用サーバーＰＣを中心に、『A者様』・『Ｂ者様』・『Ｃ者様』など
複数の日々業務で使用しているＰＣから、複数のディスプレイへ表示する事が出来ます。

各ＰＣより登録したコンテンツは、自動的にサーバーＰＣへ格納され一元管理されます。
これにより、全てのスケジュール画面情報が統一され別々に登録される表示コンテンツを一元化することが
可能です。
また、ローカルネットワーク（LAN）のみならずWAN環境の整備により遠く離れた拠点間でも共有管理ができます。

●参考システム構成

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ用
ｻｰﾊﾞｰＰＣ

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

■A者様

■Ｂ者様

■Ｃ者課様

１号機

２号機

３号機

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

RGB

RS232C

■複数の担当者や様々な部署のPCで表示情報管理を一元化！

◆ 複数のコンテンツ登録用ＰＣでの運用＜基本システム構成＞
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■登録コンテンツ単位の権限設定

表示を行う時間（番組）内のディスプレイの分割表示単位（コーナー）ごとに、
「管理者権限」「登録権限」「閲覧権限」を設定することが可能です。

「この時間内のお知らせコンテンツは教務課専用」といった運用ができるようになります。

【コンテンツ権限設定画面の機能説明】

★権限選択：
「無効」・・・一切の操作が無効になります。

「閲覧」・・・コンテンツ内素材の閲覧のみ可能です。
コンテンツの追加・変更・コンテンツの削除、
ユーザー権限設定は出来ません。

「登録」・・・コンテンツの変更・閲覧が可能です。
ユーザー権限設定は出来ません。

「管理者」・・全ての権限を持っています。
コンテンツの追加・変更・削除

及びユーザー権限設定が出来ます。

◆ 複数のコンテンツ登録用ＰＣでの運用＜コンテンツ登録権限設定＞

スケジュール画面

コンテンツ登録画面

権限設定画面
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■ディスプレイへの配信グループ単位の権限設定

配信グループ単位で「管理者権限」「登録権限」「閲覧権限」が設定できます。

「このディスプレイは学生課専用」といった運用ができるようになります。

【コンテンツ権限設定画面の機能説明】

★グループ権限設定
権限選択：
「無効」・・・当該配信グループ内の”一切の

操作が無効になります。
「閲覧」・・・当該配信グループ内の”コンテンツ内素材の

閲覧が可能です。
当該配信グループ内の”コンテンツの追加・
変更・コンテンツの削除、ユーザー権限設定は
出来ません。

「登録」・・・当該配信グループ内の”コンテンツの変更・
閲覧が可能です。
ユーザー権限設定は出来ません。

「管理者」・・当該配信グループ内の”全ての権限を
持っています。
コンテンツの追加・変更・削除
及びユーザー権限設定が出来ます。

◆ 複数のコンテンツ登録用ＰＣでの運用＜ディスプレイ表示権限設定＞

権限設定画面

ディスプレイ選択画面

スケジュール画面
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【番組ポケット】とは？：
一度スケジュール登録した『画面レイアウトとそこに登録されているコンテンツ』を
そのままの状態で【番組ポケット】へ保存しておくことができます。

過去に表示したコンテンツを一部修正するだけで、表示イメージそのものを
コピー＆ペーストだけで超簡単に流用することが可能で、より効率的な運用を可能としております。

１．番組ポケットより、ベースとな
るサンプルのコンテンツを検索
します。ジャンルやカテゴリの
フリーワードを使用したり、登
録日などを使用して絞り込む事
が出来ます。

２．番組ポケットより、サンプルコ
ンテンツを呼び出します。文章
内容を編集したり、テロップを
追加するなど簡単な手を加えて
登録します。

４．本画面の登録ボタンをクリック
するとコンテンツ登録は完了です。

３．付属のイメージデザイナー（編
集ソフト）で文字内容がイラス
トの配置などを変更し、独自の
コンテンツを作成します。

■番組ポケット（サンプル集） ■番組編集画面 ■イメージデザイナー画面

■手間を掛けずに過去の表示イメージを簡単再利用！

◆ 複数のコンテンツ登録用ＰＣでの運用＜ディスプレイ表示権限設定＞
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各表示用ディスプレイへの表示配信状況や表示されている内容を、各コンテンツ登録用ＰＣから
確認することができます。

更に、個別のモニター制御（電源ＯＮ・ＯＦＦ・入力切り替えなど）を行うことも可能です。

■左の表示装置一覧から選択された表示装置
の稼働状況を管理できます。

（１）デバイスの基本情報を表示します。
①表先名称
②表示状態（配信中・停止中・エラー）
③ＩＰアドレス
④モニターON・OFF状態

（２）最新の最新履歴（配信ログ）を表示しま
すので、エラー発生時などはこの情報を
元に原因究明等を行います。

（３）個別の装置制御（電源ON・OFF・再起動
など）を行う事が出来ます。

■離れたディスプレイの稼動状況を簡単確認！

表示用ビューワーＰＣの動作ログ

◆ 複数のコンテンツ登録用ＰＣでの運用＜ディスプレイ表示権限設定＞
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既に教務システムなどを運用頂いている場合、ＣＳＶ形式による連携（オプション）をアドオン頂く事で、
『同じ情報の２度打ちを防ぎ』 『 新情報への更新』を意識することなく、インフォメーション情報を
自動運用することが出来ます。

■【業務効率のUP】を図ると共に【学生へ 新情報の提供】を遅延することなく行うことが可能となします。

・時間割情報
・履修情報
・施設情報

(教室名称など)
・学籍情報

・休講情報
・補講情報
・教室変更情報
・学生呼出

教務システム

CSV

マルチビジュアル
コントローラー
データベース

雛型

１．既存教務システムで情報を登録します。 ２．ＣＳＶを出力頂きます ３．一定間隔でトリガーファイルを監視しマ
ルチビジュアルコントローラーへ必要な
データのみ取り込みます。

４．予め設定した雛型に情
報を埋め込み画像を生成し、
番組として自動登録します。
文字幅の調整も自動的に
行います。

フォントトランス機能の説明
を参照して下さい。

５．必要に応じてテロップなどを編集し
ます。６．掲示されます。

※背景デザイン、ＣＳＶ出力項目、文字長などは別途お打

ち合わせにより、導入前に決定します。

●連携モデルケース（休講情報の自動掲示）

■例えば、既存の教務システムとサイネージを一元管理！

◆ 基幹系管理システムとの自動連携
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基幹系システムとテキストデータ連携を行う場合避けては通れない問題と致しまして、
①ディスプレイの限られた表示エリアへ表示を行う際の表示できる文字数制限の問題。
②極力表示文字を大きし、見易い表示としたい。
③より多くの情報を表示させたい。

ディスプレイの限られた表示エリアで要望を満たすことはなかなか難しい問題です。

しかし、弊社システムに標準装備されているフォントトランス機能の活用により、下図のように
表示文字を横方向のみ自動圧縮させ、フォント数自体を小さくすること無く見易い大きさで表示できます。

①フォントトランス機能を使用した場合

②フォントトランス機能を使用しない場合

弊社システムにしか出来ない、いぶし銀な機能！

●フォントトランス機能とは・・・文字数が多く表示エリアに入りきらない場合、表示文字フォント小さくすること無く
文字を横方向のみ自動拡縮（文字高さは変わりません）する機能です。

リチャード・Ｒ・エリックス

■基幹系上位システムとのデータ連携を考慮した『フォントトランス機能』！

◆ 基幹系管理システムとの自動連携
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事務LAN
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◆ 緊急地震速報とのコラボシステム概要

外部

インターネット回線

館内LAN

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

表示用ﾋﾞﾕｰﾜｰPC

【1号機】表示用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

【２号機】表示用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

【３号機】表示用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

【４号機】表示用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

インフォメーション用サーバPC

インターネットアダプター

緊急地震速報用サーバ

RGB

RS232C

RGB

RS232C

RGB

RS232C

RGB

RS232C

コンテンツ登録用
クライアントPC

EQR1-HPS

EQR1-INET
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◆ 緊急地震速報とのコラボシステム表示概要

通常表示

緊急地震速報表示

通常表示

表示用液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

ポップアップ

■気象庁発表の第一報を受け、ディスプレイ 前面
に【ポップアップ全画面割り込み表示】を行います。
★第一報から反応しますので、一般的な情報発信

から比べると非常に早く表示を行うことが可能。
＜配信動作＞

・緊急地震速報用サーバからのブロードキャスト配信
＜主な表示内容＞
・予測震度表示
・予測到達時間表示（カウントダウン表示）
・震源地地図表示

■通常表示は、各コンテンツ登録用ＰＣで
登録されたコンテンツを表示します。

■気象庁からの 終報を受けると、
速報画面が自動的に終了し、
従来の通常表示へ自動的に戻ります。

注）ディスプレイの設置場所や用途により、緊急地震速報画面の表示内容が異なります。

自動切替

自動切替



メンテナンスフリーをコンセプトに表示制御用専用ビューワーをラインナップ致しました。
ストレージデバイスにコンパクトフラッシュを採用することでシステムクラッシュを防ぐだけで無く、
冷却ｆａｎ等の駆動部品を装備しない非駆動型専用筐体を採用することで、より一層の信頼性・静粛性・
メンテナンス性を実現しております。

更に、超小型設計となっており、一般のＰＣと比較しても設置場所に困ることも有りません。

■表示用ビューワー（表示制御用BOXコンピュータ）！

◆ 安定運用を考慮した工業用コンピュータを採用
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項目名 詳細仕様

モデル名 マルチビジュアルコントローラー  ビューワー

型番 MV-314TH

OS Windows Embedded Standard 2009

表示性能
640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、
1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、
1,600×900、1,680×1,050、1,920×1,080 (1,677 万色)

電源 

＜本体＞
・定格入力電圧：１2-24VDC
・消費電力：12V 3.2A（Max）、24V　1.7A（Max）　　　・・・40W
＜ACアダプター＞
・入力：100-240VAC、出力：12VDC 4A）

サイズ 182(W)×155(D)×35(H)mm

質量  1.8kg

設置環境条件 

＜本体＞
◆使用環境温度；
・水平設置の場合：温度 0～50℃
・水平設置以外の場合：温度0～45℃
（但し、1000BASE-Tの場合：0～40℃）
◆湿度：10 - 90%RH （結露しないこと）
＜ACアダプター＞
・0～40℃

マルチビジュアルコントローラー ビューワーソフト

（表示制御ソフト）Ver7.2

一定時間ビューワーソフトが停止状態となった場合、ウォッチドッグ

タイマにより、ビューワーを自動的に再起動する

制御ソフトウェア

自動復旧機能


