
データ シート 

 

 
 
 

Cisco StadiumVision ソリューション 
 
 

 

Cisco StadiumVision™ ソリューションは、実績のあるエンドツーエンドの高解像度 IPTV ソリューションです。デジタル 

コンテンツの高度な管理機能と配信機能によって、スタジアムの雰囲気を一変させます。Cisco® Connected Stadium 

ソリューションをベースにした Cisco StadiumVision ソリューションは、StadiumVision Director を通じて一元管理する

ことができます。複数のソースからのカスタマイズされた動的なコンテンツを統合して、スタジアム内のさまざまなエリア

に高解像度で自動的に配信します。 

 
Cisco StadiumVision ソリューションは、大規模なビデオ システムを施設内にわたって展開しているスポーツ施設やエ

ンターテインメント施設向けに設計されています。このソリューションは、ファンのエクスペリエンスを向上させ、カスタマ

イズ可能なコンテンツで構成されたターゲット広告によって、新たな収益源を確保することが可能です。さらに、レストラ

ンやクラブ、特別席向けのビデオ システムにより、スタジアム内のプログラムと外部のネットワーク チャネルの両方を

視聴できるようになります。 

Cisco StadiumVision の利点 
従来型のデジタル サイネージやナローキャスティングとは異なり、Cisco StadiumVision ソリューションでは、施設におけるエクス

ペリエンスの向上、新たな収益源の確保、運用効率の向上が可能です。 

ファン エクスペリエンスの向上 
Cisco StadiumVision ソリューションの機能により、スタンド、コンコース、特別席、クラブ、レストランなど、施設内のさまざまな場所

におけるエクスペリエンスが向上します。 

あらゆる場所に HD 映像を配信 - ビデオの品質、柔軟性、信頼性を向上 

HD や MPEG-2 または MPEG-4 形式の SD ビデオ フィードがサポートされた Cisco StadiumVision ソリューションでは、家庭用に配

信されるビデオと同等以上の品質で、何千台ものディスプレイに同時にビデオを配信できます。また、デジタル メディア プレーヤー

（DMP）の高精細度マルチメディア インターフェイス（HDMI）を通じて、フル HD 解像度（1920 X 1080）の映像を配信できます。 

Cisco StadiumVision ソリューションでは、最大 3000 のエンドポイントにコンテンツを安定配信でき、コンコース、バー、レストラン、

特別席、ロッカー ルーム、バック オフィス、売店エリア、さらには化粧室にも自由にテレビを設置できます。 
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さらに、Cisco StadiumVision ソリューションでは内部または外部の複数ソースからのビデオ フィードに対応しているため、複数の

構内ソース、ケーブルおよび衛星放送プロバイダー、地上波のローカル チャネルなどから、施設内のすべてのビデオ エンドポイ

ントにコンテンツを配信できます。 

ビデオを超えた体験 - 総合的なデジタル エクスペリエンス 

Cisco StadiumVision ソリューションによって、高品質ビデオとデジタル コンテンツをベースにしたさまざまなエクスペリエンスを柔軟

に提供できるため、スポンサーや広告主は魅力的で効果的なメディアを通じてメッセージを配信できます。静止画やアニメーション、

透過性のあるビデオ オーバーレイ 1、ビデオ広告挿入などの形式で、ターゲットを絞ってデジタル コンテンツを配信できます。コンテ

ンツは、ライブ イベントと同時または別個に配信したり、施設内のあらゆるディスプレイに個別またはグループ単位で表示できます。

Cisco StadiumVision ソリューションによって、HD ビデオ フィードとインパクトの大きいデジタル コンテンツを統合することで、ディス

プレイとコンテンツの視認性が向上します。また、観客にユニークなエクスペリエンスを提供したり、スポンサーのメッセージを、より

関連性が高い聴衆に向けて送ることもできます。 

最先端テクノロジーを体験できる特別席 

Cisco StadiumVision ソリューションでは、特別席のゲストが最先端の機能でイベントを体験することができます。特別席全体に

複数のディスプレイを配置し、Cisco IP Phone、サードパーティ製タッチパネル、または Apple や Android デバイスなど、強化さ

れたユーザ制御 API によってサポートされているモバイル デバイスなどを使用して、各ディスプレイを個別またはグループ単位で

制御できます。ブロードキャストや構内チャネルを特別席に配信すれば、会場内のイベントをテレビで見つつ、別のテレビで他のス

ポーツやゲームを見ることもできます。 

オプションで POS アプリケーションに統合すれば、特別席のゲストは食事や飲み物、各種の商品を簡単に購入したり、担当係員

に購入を依頼することができ、席を立って大事な場面を見逃すこともなくなります。注文できる商品を特別席のディスプレイの 1 つ

に表示し、誰にでも見えるようにすることも可能です。 
 

 
 

クラブ、レストラン、バーでの充実したファン エクスペリエンス 

特別席と同様に、クラブ、レストラン、バーなどのディスプレイのコンテンツも大型のタッチパネルで制御できるため、会場内のイベント

だけでなく、放送されているあらゆるイベントをテレビで視聴できます。 

 
 

 

1StadiumVision SV-4K DMP が必要 
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新たな収益機会の獲得 
より多くのファンを引き付け、より高額のチケットを購入してもらえば、より多くの収益を確保できます。しかし Cisco StadiumVision 

ソリューションでは、その他にもさまざまな収益増加を期待できます。たとえば、特別席のオーナーやゲストにより多くのプレミアム 

サービスを提供したり、各 DMP と付属のディスプレイで全体の広告枠を増やすことで、スポンサーはさまざまなターゲット広告を

選択できるようになります。 

特別席向けの差別化されたプレミアム オファー 

特別席は文字どおり、施設のオーナーとゲストにユニークでプレミアムな体験を提供するように設計されています。Cisco 

StadiumVision ソリューションの特別席向け機能によって特別席の価値が上がり、販売やリースが促進されます。イベントがない

期間中は、特別席を会議やプレゼンテーション用に貸し出すことも可能です。ゲストは Cisco StadiumVision ソリューションのセ

ルフサービス コンテンツ機能を使用して、プリロードされているビデオやプレゼンテーションを表示できます。これらは、プロジェク

ターのセットアップなしで実現可能です。 

ターゲット広告 

ゾーンやグループを活用すれば、施設内のエリアごとに異なる広告コンテンツ（ロゴ、静止画像やアニメーション、録画ビデオ）をビ

デオと並べて画面に表示できます。特定のディスプレイにプロモーション情報を表示することもできます。施設のスポンサーは場所

ごとに異なる広告を表示し、売店は最寄りのディスプレイに商品の広告を表示できます。 

施設内の各エリアのコンテンツはカスタマイズできるため、クラブ、レストラン、バーのスポンサーは、ユニークな方法でブランディ

ングを行うことができます。イベント中にも、場所ごとに独自の広告を表示できます。表示チャネルとは無関係に、商品、食べ物、

飲み物などの広告をビデオ フィードと並べて表示できます。 

ビデオ ウォールの同期と仮想リボン ボード機能によって、スポンサーと広告主のために印象的でイマーシブなメディアを実現します。 
 

 

© 2016 Cisco and/or its affiliates.All rights reserved.This document is Cisco Public. 3 / 9 ページ  



データ シート Cisco StadiumVision ソリューション 

 

 
 
 
 

運用効率の向上 
施設にとってファンを惹きつける機能の追加は重要であっても、日常の運用が複雑になることは望ましくありません。Cisco 

StadiumVision Director では、すべてのディスプレイとコンテンツを一元的に制御できるため、複雑化を回避するだけでなく、施設の

運用をシンプルにできます。施設を簡単に模様替えして複数のイベントに対応したり、売店のメニューを動的に変更できます。 

一元管理 

Cisco StadiumVision Director を使用すれば、施設のビデオ配信システム全体を中央で一元管理できます。すべてのディスプレイ

のオン/オフを 1 つの場所から自動または手動で切り替えたり、個々のディスプレイ、ディスプレイのグループ、または全ディスプレイ

のボリュームを制御したりすることも可能です。 

Cisco StadiumVision Director のスクリプト機能を使用すれば、目的のチャネル、広告、プロモーション、ティッカー、メッセージ（試

合終了後の経路案内など）をあらかじめスケジュールして、イベント中に自動的に再生させることができます。中断や緊急事態が発

生した場合は、ボタンを押すだけで施設全体でメッセージを表示できます。 

新しいスクリプト スケジューラー機能はカレンダー ベースのスクリプト スケジュール機能で、さらに使いやすくなっています。この機

能によって次のことが可能になります。 

• 1 回のイベント、または複数回のイベントを事前にスケジュール 

• イベント スクリプトの開始と停止を自動化 

• スケジュールされたイベント スクリプトを日、週、月ごとに表示 

StadiumVision Director では、イベント全体を通じて表示されたすべての広告に関する再生証明情報が保持されます。一般的にイ

ベントあたりの表示回数に基づいて広告料金を支払うことが多いスポンサーにとって、このデータは非常に有効です。 

施設デザイン簡単切換 

複数のスポーツ チームのホームになっている競技場が増えています。また、競技場ではコンサートや見本市など、さまざまなイベン

トが開催されています。そうした施設では、イベントごとに異なるテーマを表示できることが望まれます。StadiumVision Director で

あれば、日ごとに、さらには昼と夜とで会場のテーマ（色、ロゴ、スポンサー）を変えることができます。テーマはスクリプトで保存され

るため、以前のテーマに戻すのも簡単です。 

ダイナミック売店ボード 

売店エリアでは、イベント全体のメニューのコンテンツを変えることができます。価格やセレクションを簡単に変更することができ、多

目的型施設で各種のイベントを開催する場合にも簡単に対応できます。売店のオーナーは、特定商品にフォーカスして売上を促進

したり、購入できる品目のリストを変更したり、価格を動的に更新したりできます。 

さらに、複数のベンダーが同じ売店エリアを時間をずらして利用することも可能です。たとえば同じエリアを、「キッズ デー」には子

供向け商品の販売に利用して、同じ日の夜のコンサートにはプログラムや T シャツを販売することができます。 

© 2016 Cisco and/or its affiliates.All rights reserved.This document is Cisco Public. 4 / 9 ページ  



データ シート Cisco StadiumVision ソリューション 

 

 
 
 
 
 

Cisco StadiumVision のコンポーネント 
 

 
 

Cisco StadiumVision ソリューションは、主要な 4 つのコンポーネントで構成されています。 
 

• ビデオ取得またはビデオ ヘッドエンド 

• 音声、ビデオ、高速 IP データの統合ネットワーク 

• ビデオ配信（ストリーミングおよび配信先を特定したコンテンツ） 

• 一元的な管理と運用 
 

ビデオ ヘッドエンド 
ヘッドエンドでは、構内フィード（施設のビデオ制御室を経由）、地上波チャネル（主にローカルのブロードキャスト ネットワーク）、

ケーブルや衛星放送プロバイダーのブロードキャスト チャネルなど、さまざまなソースからビデオを受信します。ビデオ フィードは統合

ネットワーク上に配置します。取得したビデオ フィードは、暗号化または非暗号化を問わず、HD または SD 解像度で配信できます。 

Cisco StadiumVision ソリューションのヘッドエンドはこれらすべてのフィードに対応し、MPEG-2 または MPEG-4 形式のストリー

ミングに必要なエンコード、トランスコード、展開を行います。ヘッドエンドは処理されたフィードを取得し、それぞれに一意の IP マル

チキャスト アドレスを割り当てて、IP ネットワークに配置します。それをビデオ エンドポイントがピックアップします。 

統合 IP ネットワーク 
Cisco Connected Stadium ソリューションでは、ビデオ ヘッドエンドとビデオ エンドポイントを接続する IP ネットワーク インフラスト

ラクチャが提供されています。Cisco Connected Stadium ソリューションは、スポーツ施設とエンターテインメント施設向けに設計さ

れた、拡張性の高いセキュアな統合ネットワークです。あらゆる形式のアクセス、通信、エンターテインメント、運営を柔軟に統合しま

す。このインフラストラクチャでは、IP マルチキャストの高度な機能と Quality of Service （QoS）を使用して、高品質ビデオが配信さ

れます。このネットワークは、ワイヤレス通信、物理的セキュリティ、IP 通信、Power over Ethernet（PoE）など、施設内の他のサー

ビスを実現する基盤としても機能します。 
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ビデオ配信 
ビデオ配信コンポーネントは、新しい SV-4K と Cisco Digital Media Player（DMP）4310G デジタル メディア プレーヤー（DMP）の

両方でサポートされています。プレーヤーは、各施設のインドアまたはアウトドア ディスプレイ（テレビ）の背面にマウントするか取り

付けることができます。DMP はディスプレイの基本的な機能（電源やボリューム）を制御し、ストリーミング コンテンツや配信先を特

定したコンテンツからレンダリングしたビデオをディスプレイに表示します。 

新しい SV-4K DMP は、以下のサポートを追加することで、そのソリューションを拡張します。 
 

• HTML5 コンテンツ：チーム/選手のスタッツ、ホーム以外でのスコア、ファンタジー スタッツ、Twitter、Facebook、写真などの

多様なデータ ソースをスクリーンに取り込むことができます。ファンに向けた魅力的なコンテンツの作成を実現 

• ルマキー透過によるデュアル ビデオ リージョン：アニメーション化された広告ラッパーや特殊効果を表示 

• 高速プロセッサ：これまで以上に多くのコンテンツを画面に表示。アニメーション テキストによって画面にアイテムを挿入した

り、グローやハイライト効果を追加したり、動的な価格設定でメニュー内容をその場で変更したり、Moments of Exclusivity

（MOE）に魅力的なオーバーレイを表示するといったことが可能 

• ビデオ ウォールとリボン ボードの高性能スクリプト同期：それぞれユニークなコンテンツを表示しているグループの画面を 1 つ

のビデオを表示するように瞬時に変更。またボタンを押せば、すべてを同期しながら元の画面に戻すことが可能 

StadiumVision DMP は Cisco StadiumVision ソリューションの一元管理されたコンポーネントと連動することで、ユーザが選択し

たテンプレートでフォーマットされたビデオ フィード、カスタマイズされたコンテンツ、ティッカーを表示できます。 

一元的な管理と運用 
Cisco StadiumVision ソリューションの一元化された管理と運用は、StadiumVision Director によって実現しています。これはすべ

てのビデオ エンドポイント（DMP）の単一の管理ポイントとして機能します。具体的には、コンテンツ（ビデオ、グラフィック、ティッ

カー）の決定と配信、独自の表示エリア（ゾーンやグループ）の定義、限定されたエリア（バー、レストラン、クラブ、特別席など）の作

成を行います。また、POS アプリケーション、スコアボード、統計システム、外部接続クロージャー、IP トリガー システム、サード

パーティ製タッチ パネル（ローカル ディスプレイ制御用）など、サードパーティ製のアプリケーションやデバイスとのインターフェイスと

しても機能します。 

さらに Cisco StadiumVision Director では、（Cisco IP Phone、サードパーティ製タッチ画面、Web ベース アプリケーションを

通じた）ローカル制御やコマース サービスのオプション ライセンスも提供されています。 

Cisco StadiumVision ソリューション向けシスコ サービス 
シスコは、Cisco StadiumVision への投資を最大限に活用していただけるよう、スマートでパーソナライズされたサービスを提供して

います。Cisco StadiumVision ソリューション向けシスコ サービスには、評価、アーキテクチャ プランニング、ソリューション設計、 

および実装サービスが組み込まれています。これらのサービスは、ハードウェア カバレッジやソフトウェア アップグレードを含む、 

ソリューションのスムーズな導入と継続的なメンテナンスを円滑にします。Cisco StadiumVision ソリューション向けシスコ サービス

の詳細については、StadiumVision Content Creation Service のデータ シートまたはオンサイト オペレーション サービスを参照す

るか、各地域のシスコ アカウント マネージャまでお問い合わせください。 
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Cisco StadiumVision ソリューションの仕様 
表 1.Cisco StadiumVision 4.0 ソリューションの仕様 

 

 
* 結果はテスト環境で収集。Cisco D9096 と SV-4K DMP を使用した MPEG-4 

 
 

2 SV-4K DMP が必要。 
3 Cisco DMP 4310G が必要。 

サポートされるビデオ ソース • 

 
• 

 

• 
 

• 
 
 

サポートされるビデオ形式 

拡張性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
機能 

イベントのライブ中継に使用される構内ソース：これらのフィードは、施設全体に設置されたカメラから、施設の制御室を

通じて提供されます。 

地上波テレビ（オフエア）ソース：公共放送のテレビ局や全国規模の放送局のローカル ネットワーク関連会社が所有す

るブロードキャスト トランスミッタから送信されます。 

ケーブルおよびファイバ ソース：Comcast や Cablevision などのマルチプル サービス オペレータ（MSO）、さらに 
AT&T や Verizon などの既存の市内通信事業者（ILEC）が含まれています。 

DirecTV や Dish Network などの DBS プロバイダーを含む衛星放送ソース：このソリューションでは、DirecTV 3D 
コンテンツ フィードと Sonic Tap ミュージック チャネルもサポートされています。 

• SD および HD 解像度 

• 暗号化および非暗号化形式 

• MPEG-2 および MPEG-4 

• 埋め込みまたは個別のオーディオ 

• ルマキー透過によるデュアル ビデオ リージョン 2 

• ビデオ エンドポイント X 3000 

• メニュー ボード X 100 

• ビデオ チャネル X 250 

• 特別席 X 500 

• データベースに 1000 個の再生リスト、グループあたり 100 個の再生リスト 

• プレイリストあたり 1200 項目、イベントあたり 2200 項目 

• イベントあたり 50 ステート 

• 100 ゾーン 

• ゾーンあたり 20 グループ、合計 500 グループ 

• イベントのスクリプティング、スケジューリング、運営 

• 広告挿入と再生証明 

• インターリーブとスクリーニングによるティッカー フィード 

• HTML5 をサポート 2 

• ターゲット コンテンツとプロモーション エリア 

• ダイナミック メニュー ボード（DMB） 

• カスタマイズ可能なチャネル ガイド 

• API サポートによる一元管理およびローカル チャネル制御 

• クローズド キャプション 3 

• 特別席用ディスプレイおよびメディア制御 

• 特別席ごとのローカライズ 3 

• 特別席の POS 統合 3 およびメニュー ボード 

• 外部コンテンツ統合（バスケットボール & ホッケー スコア ボード、NFL GSIS） 

• タッチスクリーンのサポート 3 

• 壁面ビデオ 

• セルフサービス コンテンツ 3 

• イベント トリガー API 

• メディア スケジューリング API 

パフォーマンス：構内フィー 
ドのエンドツーエンドの遅延* ～ 450 ms 
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Cisco StadiumVision ソリューションの要件 
表 2.Cisco StadiumVision ソリューションの要件 

 

 
 
 

 

4SV-4K DMP 用 

ヘッドエンド 構内エンコーディング 

• Cisco D9096 Encoder（MPEG-4/HD） 

地上波テレビ チャネル 

• Cisco DCM 8VSB モジュール 

DirecTV フィード 

• DirecTV COM-200 シャーシ 

• DirecTV COM-24 カード 

DirecTV Special Feeds（3D および Sonic Tap） 

• DirecTV COM-200 シャーシ 

• DirecTV COM-24 カード 

ClearQAM フィード 

• Cisco Spectra QAM 復調器 

デジタル コンテンツ マネージャ 

• Cisco D9900 DCM 

ビデオ ディストリビューション スイッチ 

• Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ 

• Cisco Catalyst 3560 X シリーズ スイッチ 

• Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ 

レガシー統合 

• Cisco D9858 トランスコーダ 

Cisco Connected Stadium ソリューション 

ビデオ配信 
 
 
特別席 

• IP マルチキャスト 

• QoS 

• Network Time Protocol（NTP） 

• Precision Time Protocol（PTP）4 

• PoE 

• Poe+ 4 

• SV-4K DMP（SV-DMP-4K-NA-K9 および SV-DMP-4K-ROW-K9） 

• Cisco DMP 4310G（DMP-4310G-54-K9） 

• Cisco Unified Communications Manager バージョン 8.6(2a) および 9.1(2) 

• Cisco Unified IP Phone 7975 および 9971 

一元管理および制御 Cisco StadiumVision Director 4.0（適切なライセンスが必要） 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cisco DMP 4310G のディスプレイ ライセンス 

SV-4K DMP のフル ディスプレイ ライセンス、 

SV-4K DMP の看板限定ライセンス、 

IP Phone ライセンスによるローカル制御 

サードパーティ製デバイスまたは Web ベース アプリケーション用ライセンスによるローカル制御   

コマース ライセンス 

詳細については、『Cisco StadiumVision Director Version 4.0 Data Sheet（Cisco StadiumVision Director 
バージョン 4.0 データ シート）』を参照してください。 

ローカル テレビ制御 • Cisco Unified IP Phone 7975 および 9971 

• Cisco DMP IR Remote 

• AMX または Crestron タッチパネル 

• ユーザ制御 API と統合されたお客様選択のデバイス 

音声およびビデオの統合ネッ
トワーク 
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表 3.Cisco StadiumVision でサポートされるサードパーティ統合 
 

 
 

詳細情報 
Cisco Connected Stadium Wi-Fi ソリューションとその利点の詳細については、 http://www.cisco.com/jp/go/sports/ を参照するか、

最寄りのシスコ代理店までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POS（Point of Sale） 売店での販売や商品注文には互換性のある POS ソリューションが必要 

• Quest（http://www.quest.com.au/ [英語]） 

• Micros（http://www.micros.com/ [英語]） 

タッチパネル パネル ハードウェアおよび互換ソフトウェアは次のプロバイダーから入手できます。 

• Crestron（http://www.crestron.com/ [英語]） 

• AMX（http://www.amx.com/ [英語]） 

• ユーザ制御 API と統合されたお客様選択のデバイス 

 すべてのメディア タイプ（無線、印刷など）のマスター スケジューリング、関連レポート 

イベントのステート制御 

• KORE Interactive（http://www.koreinteractive.com/ [英語]） 

• メディア スケジューリング API を通じたお客様選択のパートナー 

• イベント トリガー API で統合した接点開閉または IP を通じたお客様選択のシステム 

キャンペーンおよび再生証明

の分析 
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お問い合せ先 

シスコシステムズ合同会社 

〒107‐6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 
http://www.cisco.com/jp 
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