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このマニュアルについて 
 

 
 

このマニュアルは、Cisco StadiumVision ソリューションのコンテンツを作成するためのマス

ター リファレンス ガイドです。Cisco StadiumVision テクニカル マーケティング エンジニア、

プロダクト マネージャ、クリエイティブ サービス提供チーム、お客様が、Cisco StadiumVision 

を使用して導入するグラフィックとコンテンツを準備することを目的としています。 

Cisco StadiumVision のための Cisco Creative サービス 

Cisco StadiumVision ソリューションは、最新のデジタル サイネージと高解像度ビデオ配信

を組み合わせて、（スタジアムやアリーナ等の）開催場所においてスポーツとエンターテイメン

トの際立った体験を提供します。デジタル サイネージの導入の成功にはいくつかの重要な要

素が影響しますが、その中でもコンテンツの品質が重要です。スポンサーと広告主にとって、

表示されるコンテンツの品質は、広告キャンペーンの有効性に大きく影響を与えることができ

ます。開催場所にとって、表示されるコンテンツの品質は、さらなるスポンサー収入を生み出

す能力により大きな影響を与えることができます。 
 

開催場所がコンテンツの品質を確保し、高レベルな投資利益率を達成することを支援する

ために、シスコは Creative サービスを提供しています。このサービスは、受賞歴のあるクリ

エイティブ エキスパートのチームによって作成された最高品質のデジタル コンテンツで、ス

ポンサーと広告主、そして開催場所の両方の目標に対応する包括的なコンテンツ戦略を提

供します。 
 

詳細については、Cisco Creative サービス チームまたは地域シスコ アカウント担当者にお

問い合わせください。 

Cisco StadiumVision 各種マニュアルの参照 URL 

Cisco StadiumVision のハードウェアとソフトウェアのインストール、設定、操作に関する詳細

については、Cisco.com で利用できる Cisco StadiumVision のマニュアル

（www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs）を参照してください。 

http://www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs
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関連資料 
 

 
 

関連資料 

すべての Cisco StadiumVision のマニュアルの一覧ページを参照するには、

www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs に移動してください。 

• Release Notes for Cisco StadiumVision Director 

• Cisco StadiumVision Director External Content Integration Guide 

• Cisco StadiumVision Director Operations Guide 

• Cisco StadiumVision Local Control Areas Design and Implementation Guide 

• Cisco StadiumVision SV-4K and DMP-2K Media Player Deployment Guide 

• Cisco StadiumVision Video Endpoint（DMP）Design and Implementation Guide 

• Cisco StadiumVision Video Headend Design and Implementation Guide 
（Cisco StadiumVision 認定パートナーが利用可能） 

 

マニュアルの変更履歴 
表 1. マニュアルの変更履歴 

 

日付 説明 
2016年12月7日 リリース 4.1 以降のリリースに適用するためにマニュアルが改訂さ

れ、リリース 5.0 のサポートで変更が加えられました。 
2016年8月31日 • 24 ページの「サポートするビデオとオーディオの形式」で、

SV-4K および DMP-2K のアスペクト比の要件に「1.0 正方画

素」が追加されました（DMP 4310G と同様）。 

• Cisco StadiumVision Video Headend Design and 
Implementation Guide へのリンクが改訂されました（Cisco 
StadiumVision 認定パートナーが利用可能）。 

2016年5月16日 Cisco StadiumVision Director リリース 4.1.0-419 の最初のリリー

スです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs
http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/software/configuration/guide/ext_content/4-0/SV-Director-External-Content-Integration.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/products-maintenance-guides-list.html#anchor2
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_0/SV_Video_Endpoint_DIG_3-0.pdf
https://supportforums.cisco.com/document/13053436/cisco-stadiumvision-video-headend-design-and-implementation-guide
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画面テンプレートの仕様 
 

 
 

この章では、Cisco StadiumVision Director がサポートする画面テンプレートを定義します。

デフォルトの画面テンプレートを使用するか、独自のカスタム テンプレートを作成することが

できます。 

デフォルトの画面テンプレート 

次のテンプレートは、Cisco StadiumVision Director リリース 4.0 以降の標準です。標準テ

ンプレートは、図 1 に示されているように、テンプレート名の横に表示される鍵のマークのア

イコンで識別できます。デフォルトの画面テンプレートにより、イベント スクリプトの作成が容

易になります。 
 

• 全画面ビデオ (Full Screen Video) 

• 全画面グラフィック (Full Screen Graphic) 

• 3 リージョン L ラッパー (3-Region L wrapper) 

• 全画面デュアル ビデオ(Full Screen Dual Video) 
 

 
 

図 1. Cisco StadiumVision Director のデフォルトのテンプレート 
 

 

注：標準テンプレートのリージョンは固定されており、カスタマイズ

できません。 
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デフォルトの画面テンプレートの大きさ 

デフォルトの画面テンプレートの大きさは固定されており、変更することはできません。 
 

代わりに、カスタム画面テンプレート（画面テンプレートのリージョンに異なるサイズを指定でき

ます）とオーバーレイ画面テンプレート（ビデオ リージョンまたは混合メディア リージョンに非ビ

デオ リージョンまたはビデオ リージョンを重ねることができます）を作成することもできます。 
 

表 2 は、Cisco StadiumVision Director 4.0 以降に含まれるデフォルトの画面テンプレートを

定義しています。フル ISO イメージをインストールすると、以前に利用できたテンプレートは削

除されます。 

表 2. デフォルトの画面テンプレート 
 

テンプレート名 コンテンツ タイプ 大きさ リージョン レイアウト 

全画面ビデオ 
(Full Screen 
Video) 

全画面ビデオの表示 ビデオ：

1920x1080 

 

全画面グラ

フィック (Full 
Screen 
Graphic) 

全画面グラフィックの表示 グラフィック：

1920x1080 

 

3 リージョン 

L ラッパー 

リージョン 1 にライブ ビデオ映像

またはビデオ リプレイを表示し、

リージョン 2 に広告のプレイリス

トを表示し、リージョン 3 にスコア

またはニュースを含むティッカー

を表示。 

「L ラッパー」と呼ばれることもある。 

ビデオ：
1624x914 

広告：

296x914 

ティッカー：

1920x166 
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テンプレート名

（Template 
Name） 

コンテンツ タイプ（Content Type） 大きさ リージョン レイアウト 

全画面デュア

ル ビデオ(Full 
Screen Dual 
Video) 

各ビデオ リージョン（ビデオ 1 とビ

デオ 2）に全画面ビデオを表示。 

ビデオ リージョン 2 で Luma キー

イングを使用することにより、ビデ

オ リージョン 2 を透過させてビデ

オ リージョン 1 のコンテンツの選

択エリアの表示が可能。 

SV-4K メディア プレーヤーでの 
4K 解像度のビデオ コンテンツに

は Luma キーは適用不可。

Luma キーイングは、プライマリ 
リージョンの 4K ビデオに重ねた

セカンダリ リージョンのHD ビデ

オが Luma キーを使用する場合

にのみ、デュアル ビデオでサ

ポートする。 

全画面デュアル ビデオ テンプ

レートは、SV-4K および DMP-
2K メディア プレーヤーでのみ

利用可能。 

ビデオ 1： 
1920x1080 

ビデオ 2：
1920x1080 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

注：以前のリリースからアップグレードした場合、旧来のテンプレート（ウェルカ

ム(Welcome)、終了(Exit)、緊急(Emergency)、外部緊急(Outside 
Emergency)、3 リージョン(3-Region)、3 リージョン ダブル（3-Region Double）
など）がまだシステム内に表示される可能性があります。. 
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テンプレートの解像度 

デフォルトの Cisco StadiumVision Director 画面テンプレートのサイズは、1920x1080 です。 
 
全画面デフォルト テンプレート 

 
Cisco StadiumVision Director ソフトウェアに付属する全画面テンプレートは、全画面ビデ

オ（または混合メディア（Mixed Media)）または全画面グラフィックを表示するために使用さ

れます。図 2 は、全画面テンプレートのビデオ（または混合メディア）の例を示しています。

図 3 は、全画面テンプレートのグラフィックの例を示しています。どちらも固定画面のテン

プレートで、カスタマイズできません。 

図 2. 全画面ビデオ（または混合メディア）テンプレートの例 
 

 
 

表 3. 全画面ビデオまたは混合メディア テンプレートの大きさ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンテンツ タイプ 大きさ 
リージョン 1：ビデオまたは混合メディア 
(Video or Mixed Media) 

全画面ビデオ（Full Screen Video） 

リージョン 1：1920x1080 

1920x1080 
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図 3. 全画面グラフィック テンプレートの例 
 

 
 

表 4. 全画面グラフィック テンプレートの大きさ 
 

コンテンツ タイプ 大きさ 

リージョン 1：グラフィック 
(Non Video) 

全画面グラフィック (Full 
Screen Graphic) 

リージョン 1：1920x1080 

1920x1080 

 

3 リージョン L ラッパー デフォルト テンプレート 
 

図 4 は、Cisco StadiumVision Director に標準で付属する 3 リージョン L ラッパー テンプ

レートのコンテンツの例を示しています。これは固定画面のテンプレートで、カスタマイズでき

ません。 
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図 4. 3 リージョン L ラッパー テンプレート 
 

 
 

 
 

表 5. 3 リージョン L ラッパー リージョン テンプレートの大きさ 
 

コンテンツ タイプ 大きさ 

リージョン 1：ビデオまたは混合メ

ディア(Video or Mixed Media) 
リージョン 1：1624x914 

リージョン 2：非ビデオ (Non 
Video) 

リージョン 2：296x914 

リージョン 3：非ビデオ (Non 
Video) 

リージョン 3：1920x166 
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表 6 は、3 リージョン L ラッパー画面テンプレートの特徴を示しています。 

表 6. 3 リージョン L ラッパー画面テンプレートの特徴 
 

リージョン 説明 
リージョン 1 • 16:9 のアスペクト比。 

• ライブ ビデオ ブロードキャストまたはビデオ リプレイのサポート。ビデ

オ形式の詳細については、使用リリースの『Cisco StadiumVision 
Director Video Headend Design and Implementation Guide』を参

照のこと（Cisco StadiumVision 認定パートナーが利用可能）。 

リージョン 2 • 広告プレイリストのサポート。 
• リージョン 2 は小さいため、このリージョンには多数の小さなテキスト

を含む広告ではなく、グラフィックの多い広告を使用する。 

リージョン 3 • グラフィックやティッカー形式での情報を表示するために設計され

ている。 
• 開催場所で承認された標準互換の RSS フィードからティッカーのコン

テンツを取得することが可能。 
• ティッカーリージョンは、開催場所のロゴを使用してカスタマイズするこ

とが可能（余白スペースでティッカーのコンテンツが再生される）。 
 
 

全画面デュアル ビデオ デフォルト テンプレート（SV-4K および DMP-2K 
メディア プレーヤーのみ） 

全画面デュアル ビデオ デフォルト テンプレートは、SV-4K および DMP-2K メディア プレー

ヤーで利用できます。デュアル ビデオ リージョンでは、セカンダリ（ローカルまたはマルチ

キャスト）ビデオ リージョンと、プライマリ ビデオ リージョンの 2 つのビデオ リージョンを重ね

ることができます。 
 

デュアル ビデオ テンプレートは、次の機能を提供します。 

• 2 つのビデオ フィードの同時表示 

• ビデオ ベースの広告の掲載 

• イベントにおける独占的機会（MoE: Moment of Exclusivity）の促進 

• セカンダリ ビデオ リージョンへの輝度（Luma）キーイングの適用 
 

https://supportforums.cisco.com/document/13053436/cisco-stadiumvision-video-headend-design-and-implementation-guide
https://supportforums.cisco.com/document/13053436/cisco-stadiumvision-video-headend-design-and-implementation-guide
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表 7 は、デュアル ビデオ リージョンの仕様を示しています。 
 
表 7. 全画面デュアル ビデオ テンプレートの仕様 

 

リージョン 仕様 
ビデオ 1 • 赤外線リモコン（IR）またはローカル制御を使用して制御可能。 

• ビデオ リージョン 1 は一番下のレイヤまたはプライマリ レイヤとして表示される。 
• オーディオのサポート。 
• ソース：ローカルまたはマルチキャスト ビデオ 

ビデオ 2 • IR またはローカル制御からの制御は不可。 
• ビデオ リージョン 2 はビデオ リージョン 1 の上に完全に重なる。 
• 輝度（Luma）キーイングは、2 番目のビデオ リージョンに適用される（このテンプ

レートでは無効化や変更はできない）。 
• このテンプレートで無効にすることや変更することはできません）。 
• オーディオの再生は不可。 
• ソース：ローカルまたはマルチキャスト ビデオ 

 

 

 
 

注：Luma キーイングの詳細については、『Cisco StadiumVision Director Operations 
Guide』を参照してください。 

注：デュアル ビデオ テンプレートは、SV-4K および DMP-2K メディア プ
レーヤーでのみサポートされています。 

 
SV-4K メディア プレーヤーでの 4K 解像度のビデオ コンテンツにはLuma 
キーは適用できません。Luma キーイングは、プライマリ リージョンの4Kビデ

オに重ねたセカンダリ リージョンのHDビデオが Luma キーを使用する場合に

のみ、デュアル ビデオでサポートされます。 

注：Luma キーのデフォルトは #ff2000 に設定されています。Luma キーイングを有効に

するには、チェックボックスをクリックします。[管理ダッシュボード（Management 
Dashboard）] からグローバル ルマ キー値を変更するには、[SV Director の設定（SV 
Director Configuration）] > [システム設定（System Configuration）] > [グローバル 
DMP 設定（Global DMP Settings）] > [SV-4K 設定（SV-4K Settings）] に移動します。 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
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デュアル ビデオ画面テンプレートのガイドライン（SV-4K および DMP-2K 
メディア プレーヤーのみ） 

メディア プレーヤーにデュアル ビデオ テンプレートを使用するときは、次のことを考慮してく

ださい。 
 

• 30 または 60 fps（フレーム／秒）でのフル HD（1920x1080）までのローカル ビデオ

およびマルチキャスト ビデオの組み合わせがハードウェア アクセラレーションされる。 

• 両ビデオ リージョンでのマルチキャスト ビデオの使用はサポートされているが、各ビ

デオ リージョンにはマルチキャスト ビデオとローカルに保存されたビデオの組み合わ

せの使用を推奨。 

• 一貫した再生とパフォーマンスのために、ビデオ リージョンは非ビデオ コンテンツの

下に配置する必要がある。 

• テンプレート リージョンのアスペクト比は、そのリージョンで再生するビデオ コンテンツ

のアスペクト比に合わせること。 

• セカンダリ ビデオ リージョンが表示されない場合は、ステージング エラーが発生していな

いこと、セカンダリ リージョンがプライマリ リージョンの後ろにないこと、解像度が 

1920x1080 を超えていないことを確認する。 

• デュアル ビデオ テンプレートでは、セカンダリ リージョン（ビデオ 2）はプライマリ リージョ

ン（ビデオ 1）の上に表示される。ビデオ リージョン 2 で Luma キーイングを使用すること

により、ビデオ リージョン 2 を透過させてビデオ リージョン 1 のコンテンツの選択エリアを

表示できる。デュアル ビデオ リージョンの順序を変更するには、ロックされたテンプレート

をコピーしてカスタム テンプレートを作成し、必要に応じて順序を変更する。 

• SV-4K メディア プレーヤーでの 4K 解像度のビデオ コンテンツには Luma キーは適用でき

ない。Luma キーイングは、プライマリ リージョンの 4K ビデオに重ねたセカンダリ リージョン

の HD ビデオが Luma キーを使用する場合にのみ、デュアル ビデオでサポートする。 
 

注：Cisco StadiumVision Director リリース 4.1 は、SV-4K メディア プレーヤーでの 
HD/SD および 4K 解像度のビデオ コンテンツ（ローカルおよびストリーミング ビデ

オ）をサポートしています。4K 解像度のグラフィックはサポートされていません。

Cisco DMP 4310G および DMP-2K メディア プレーヤーは、HD/SD コンテンツの

みをサポートしています。サポートする コンテンツの一覧については、21 ページの

「コンテンツのルールと仕様」を確認してください。 
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カスタム画面テンプレート 

Cisco StadiumVision Director に付属する標準テンプレートの使用に加えて、独自のカスタ

ムまたはオーバーレイ テンプレートを作成することもできます。 
 

カスタム画面テンプレートでは、スポンサー/開催場所のニーズに合わせて画面のリージョン

のサイズと配置を変更できます。例については、「図 5」を参照してください。 

図 5. カスタム テンプレートの例 
 

 
 
 

カスタム画面テンプレートのガイドライン 
 

カスタム画面テンプレートを作成するときは、次のガイドラインを考慮してください。 
 

• リージョンには、非ビデオ コンテンツ（静的グラフィック）、ビデオ、または両方の組み合わ

せ（混合メディア リージョンにおいて）を含めることが可能。 

• 使用できるリージョンの数は、メディア プレーヤーによって異なる。 

• 画面テンプレートごとに最大で 5 つのリージョンをサポート。5 つを超えると、パフォーマ

ンスが低下する可能性があり、使用される非ビデオ コンテンツの種類に応じて結果が異

なる場合がある。例えば、ごく単純なウィジェットではパフォーマンスが低下することはな

いが、非常に複雑なウィジェットの場合はその可能性がある。 
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表 8 に、カスタム テンプレートを作成するときに用意することができるコンテンツ リージョン

の数を示します。 

表 8. カスタム テンプレートの作成時に許可されるコンテンツ リージョンの数 
 

リージョンのタイプ SV-4K および DMP-2K DMP 4310G 
非ビデオ（グラフィック） 0 以上 0 以上 
ビデオ リージョン 1 または混合メディア 最大 1 最大 1 
ビデオ リージョン 2 または混合メディア 最大 1 未サポート 

 

• SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤー用に設計されたカスタム テンプレートに

は、最大で 2 つのビデオ リージョンを含めることが可能。 
 

 
 

o ビデオ リージョン 2 で Luma キーイングを使用することにより、ビデオ リージョン 2 

を透過させてビデオ リージョン 1 のコンテンツの選択エリアを表示できる。 

o テンプレートの相対的なレイヤの順序を変更することで、ビデオ リージョンの順序を

変更することが可能。 

• リージョンを重ねると、非ビデオ コンテンツ（グラフィック、ウィジェットなど）が常にビデオ 

コンテンツの上に表示される。 

 
 

• パフォーマンスを最適化するため、ビデオとグラフィックのアスペクト比のサイズを、リー

ジョンのアスペクト比に合わせる。マルチ画面テンプレートの拡張は、SV-4K および 
DMP-2K メディア プレーヤーでは現在サポートされていない。 

• すべてのリージョンが 1920x1080 の大きさに収まる必要がある。オーバーレイを使用

する場合は、1920x1080 の 2 つのリージョンを用意できる。 

注：SV-4K メディア プレーヤーは、デュアル 4K ビデオ リージョンをサ

ポートしていません。詳細については、25 ページ の「SV-4K メディア プ
レーヤーでの 4K 解像度のビデオ コンテンツの制限事項」を参照してく

ださい。 

重要：SV-4K および DMP-2K で 2 つのビデオ/混合メディア リージョン

を重ねる場合で、1番目のビデオ/混合メディア リージョンにビデオおよび

非ビデオ コンテンツの両方が含まれていると、1番目のリージョン内の非

ビデオ コンテンツが、常に 2 番目のリージョンのビデオの上に表示され

ます。 

リージョン 1 に非ビデオ コンテンツを含める場合は、静的コンテンツの

ローカル ビデオを作成し、プレイリストでそれを使用して、プライマリ リー
ジョンに残るようにすることが回避策となります。 
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カスタム オーバーレイ画面テンプレート 
 

オーバーレイ画面テンプレートは、メディア プレーヤーで非ビデオ リージョン（グラフィッ

ク）をビデオ（または混合メディア）リージョンに重ねることができるカスタム テンプレート

です。 
 

 
 

オーバーレイ機能は、任意のリージョンに割り当てることができます。オーバーレイ機能を

使用することで、次のものを表示できます。 
 

• 全画面の非ビデオ（グラフィック）のコンテンツ リージョンが上に重なった、全画面ビデオ

（または混合メディア）リージョン。 

• 画面上の小さなリージョンに重なるブランド/グラフィック。 

• ロゴの一部の色が透明で、他の色は透明でない透明ロゴなどの、目立ちにくいブランド/
グラフィック。 

 

 
 

オーバーレイ テンプレートを使用するときのグラフィックの推奨ファイル形式は、8 ビットま

たは 24 ビットの PNG（透過ピクセルをサポート）です。PNG ファイルを作成するときに、

全画面ビデオ リージョン用にピクセルを透過させる必要があります。JPG ファイルは透過

性を維持しないため、推奨されません。 
 

ヒント：SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーでは、デュアル ビデ

オ リージョンが利用できるカスタム テンプレートを作成することや、デフォ

ルトの全画面デュアル ビデオ テンプレートを使用することもできます。 

注：SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーでオーバーレイ画面テン

プレートを作成する際、プライマリ ビデオ リージョンの上に非ビデオ リー
ジョンを重ねる場合は、イメージがキャンバスに合うように設計されてい

ることを確認してください。イメージがキャンバスからはみ出していると、

イメージの一部のみが表示されます。 
 

注：SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーは多くの解像度に対

するネゴシエーションをサポートしていますが、ネゴシエーションされた

解像度が 1920x1080 より低い場合、テンプレートはトリミングされて

低い解像度になります。 
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すべての画面テンプレートの一般的なガイドライン 

画面テンプレートを作成してコンテンツを追加するときは、次のことを考慮してください。 
 

• テンプレートは名前順に並べられる。 

• 再生証明（PoP:Proof of Play）のため、広告プレイリストと関連付けたリージョンを 1 つ以

上設定することができる。 

• リージョンは上から下にレイヤ順にリスト表示され、最上位レイヤがリストの一番上に

表示される。 

• レイヤには番号が付けられ、画面テンプレートに非ビデオ リージョンと、ビデオまたは

リージョンが含まれている場合、ビデオまたは混合メディア リージョンは常にリストの下

位に表示される。 
 

 
 

• プラス記号アイコンで非ビデオ リージョンを追加。 

• フィルム アイコンでビデオまたは混合メディア リージョンを追加。 

• 非ビデオ リージョンをビデオ リージョンに切り替える際、既にビデオ リージョンが存在

する場合は警告が表示される。 

• 既存のテンプレートにおいてリージョンを削除してから保存すると、確認のための強制

ダイアログが表示される。さらに、イベント スクリプトで使用されているテンプレートが

編集されると（リージョンの追加を含む）、確認のための強制ダイアログが表示される。

また、追加または削除されたリージョンに適切なコンテンツが含まれ、期待通りに変更

されていることを確認するため、変更されたテンプレートを使用するスクリプトを編集す

る必要がある。 

注：Cisco DMP 4310G でグローバル MIB 変数を「Color Key Off」に
変更する必要があります。変更しない場合、黒（R：0 G：0 B：0）を使用

するグラフィックを作成できないか、黒っぽい色はすべて透過されて表

示します。グラフィックは常にビデオの上に重なります。ビデオをグラ

フィックの上に配置することはできません。 

注：他のリージョンの上に手動でビデオ リージョンをドラッグでき

ますが、ビデオ リージョンの下にあるリージョンでの描画は予測

できず、完全に見えなくなる場合があります。 
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ビデオ ウォールのベスト プラクティス 
 

ビデオ ウォールを実装するときは、次のベスト プラクティスを考慮してください。 
 

• ビデオ ウォール全体で同じメディア プレーヤー（すべて DMP 4310G、すべて SV-4K、

またはすべて DMP-2K メディア プレーヤー）を使用すること。 

• ビデオ ウォール全体で均一なベゼル サイズ（ウルトラ ナロー（極狭）ベゼルを強く推

奨）の同じ TV モデルを使用すること。 
 

 
 

• 両ビデオ リージョンでのマルチキャスト ビデオの使用はサポートされているが、各ビデ

オ リージョンにはマルチキャスト ビデオとローカルに保存されたビデオの組み合わせ

（または両方ともローカル ビデオ）の使用を推奨。 

• ビデオはそれが描画されるビデオ リージョンと同じサイズで作成すること。これにより、

ビデオの不要なスケーリング（スケーリング）が回避される。 

• 一貫したビデオ アスペクト比を使用し、それと一致するようにビデオ リージョンを設計

すること。 

• ビデオ ウォールでの最適なパフォーマンスのために、ローカル ビデオ ファイルでは固

定ビット レート（CBR）を使用すること。 

注：Cisco StadiumVision Director リリース 4.1 は、SV-4K メディア プレー

ヤーでの HD/SD および 4K 解像度のビデオ コンテンツ（ローカルおよびスト

リーミング ビデオ）をサポートしています。4K 解像度のグラフィックはサポート

されていません。Cisco DMP 4310G および DMP-2K メディア プレーヤー

は、HD/SD コンテンツのみをサポートしています。サポートするコンテンツの一

覧については、21 ページの「コンテンツのルールと仕様」を確認してください。 

注：ウルトラ ナロー（極狭）ベゼルの TV 画面は重要なテキスト

またはデータが切り落とされることがなく、最適な表示エクスペ

リエンスを確保するために役立ちます。 
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ビデオ ウォールの前提条件 

ビデオ ウォールを導入しコンテンツを作成する前に、次の条件が満たされていることを

確認します。 

• リリース 5.0 から、縦型および横型の両方向において、ビデオ ウォールでのマルチ

キャスト ビデオのスケーリングのサポートを開始。22 ページの「コンテンツのスケーリ

ング」を参照のこと。 

• 一般的に、1 つのコンテンツをマルチ画面に引き伸ばすことは未サポート。 

SV-4K または DMP-2K ビデオ ウォールで再生されるローカル ビデオまたはイメージ 

コンテンツは、まずサポートするビデオ ウォール全体の形式で作成してから、各ディス

プレイに表示されるコンテンツの部分を含む個別の 1920x1080 のファイルに編集する

必要があります。 

たとえば、SV-4K の 2x2 ビデオ ウォール（4 画面）では、元のコンテンツを 

3840x2160 の形式にする（1920x1080 の 2 倍）必要があります。次に、これを

1920x1080 の形式の 4 つの個別のファイルに分割し、（全体として1つに見えるよう

に）コンテンツの適切な部分を4画面で表示します。 

• SV-4K または DMP-2K コンテンツの同期の場合： 

o 各 SV-4K または DMP-2K メディア プレーヤーは、それ自身のグループに所属する。 

o 各リージョンでは、プレイリストのアイテム数、アイテム タイプ、各アイテムの時間が

同じか、リージョン内にプレイリストがない（空である）こと。 

表 9 に、ローカル ビデオとイメージ コンテンツが混在する SV-4K の 2x2 ビデオ 

ウォールのプレイリスト コンテンツの例を示します。4 つのプレイリストのそれぞれで、

最初のアイテムはすべて同じタイプ（PNG）、同じ時間ですが、コンテンツ自体は同じ

でないことに注目してください。同様に、各プレイリストの 2 番目のアイテムは同じ時

間のビデオ コンテンツですが、ファイルは異なります。 
 

表 9. SV-4K の 2x2 ビデオ ウォール プレイリストの例 
 

 プレイリスト 1 プレイリスト 2 プレイリスト 3 プレイリスト 4 
1 30 秒：PNG 1-1 30 秒：PNG 1-2 30 秒：PNG 1-3 30 秒：PNG 1-4 
2 34 秒：MP4 2-1 34 秒：MP4 2-2 34 秒：MP4 2-3 34 秒：MP4 2-4 
3 21 秒：MP4 3-1 21 秒：MP4 3-2 21 秒：MP4 3-3 21 秒：MP4 3-4 
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o ローカル ビデオ アイテムの時間は、何分の１秒といった端数ではなく、秒の単位で

調整すること。 
 

 

• SV-4K または DMP-2K のゾーンベースのビデオ ウォールの同期の場合： 

o 各メディア プレーヤーは、それ自身のグループに所属する。 

o ビデオ ウォールの一部をなす各グループは、全体で1 つのゾーンに配置される。 

o SV-4K または DMP-2K グループのゾーンを作成し、[ビデオ ウォールとして使用

（Use as Video Wall）] チェックボックスをチェックする。 

ビデオ ウォールの制限事項 
 

SV-4K および DMP-2K でビデオ ウォールを作成する前に、次の制限事項を考慮してく

ださい。 
 

• リリース 4.1 以前のリリースでは、マルチ画面のビデオ ウォールではマルチキャスト 

ビデオをサポートしない。たとえば、SV-4K および DMP-2K ではマルチキャスト コンテ

ンツを拡大し、4 つのディスプレイに渡って1 つのイメージを表示することはできない。 

 
 

• ビデオ ウォールのすべての画面は、1920x1080 の形式を使用する必要がある。 

• ウィジェット、外部 URL、マルチキャスト ビデオのチューニングの同期は、SV-4K および 

DMP-2K メディア プレーヤーの DMP 間コンテンツ同期機能ではサポートされない。 

• ビデオ ウォールにゾーンベースのコンテンツ同期を使用するときは、1 つのデバイス

が同期を制御する。そのデバイスがビデオ表示を停止すると、ビデオ ウォールのすべ

てのディスプレイがコンテンツの表示を停止する。 

重要：インポートされたビデオ コンテンツの時間が秒の端数

の場合、[コンテンツ（Content）] 画面にはビデオの実際のア

イテムの時間が表示されます。ただし、システムは実際には

プレイリスト用にそのコンテンツの時間を偶数の時間枠に丸

めます（秒単位）。また、Cisco StadiumVision Director UI 
内でアイテムの時間を手動で変更した場合、コンテンツ再生

時間が短縮されます。 

注：SV-4K および DMP-2K によるビデオ ウォールでのマルチキャ

スト ビデオのスケーリングのサポートは、リリース 5.0 で導入されま

した。 
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ビデオ ウォールの設計例 

このセクションでは、より一般的で現在導入されている Cisco StadiumVision ビデオ 

ウォールの設計の例をいくつか示します。 
 

 
 
TV ベース タイル マトリックスの 2x3 ビデオ ウォールの例 

 
図 6 は、コンコース エリアで一般的に使用されるビデオ ウォールを表します。ここでは常連

ファンのグループが見る大きなゲーム フィードの横で、順序を巡りながら映し出される各ス

ポンサー コンテンツが表示されています。 

図 6. 2x3 ビデオ ウォール コンテンツの例 
 

 
 

左側のディスプレイの 2x2 のグループでは、HD 解像度のゲーム フィードの 16:9 アスペク

ト比を維持できるため、2x3 ビデオ ウォールはシスコが推奨する最も一般的なビデオ 
ウォールです。 

 
右側のディスプレイの 2x1 のグループはゲーム フィードからは独立して機能でき、スポン

サー、ソーシャル メディア、その他のコンテンツをゲームの間中表示します。また、ユーザは

ゲームの間に再生するコンテンツのタイプを変更することもできます。たとえば、ハーフタイム

やピリオド間ブレイク中にゲーム フィードがない場合、ユーザは 2x2 を全画面のスポンサー 
コンテンツを再生するように切り替えながら、2x1 で次のイベントまたはチーム ブランドのコン

テンツを表示するように変更し、スポンサーの競合が起こらないようにすることができます。 
 

ヒント：標準的でない設定も含め、ビデオ ウォールのあらゆるアイ

デアに関して Cisco Creative サービス チームのビデオ ウォール

の専門家にお問い合わせください。このチームは、アイデア、ベス

ト プラクティス、配線図により導入の成功を支援します。 
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図 7 は、2x3 ビデオ ウォールの配線例を示しています。ここでは 2 つの Cisco DMP 
4310G が使用され、ビデオ ウォールが異なる表示エリアに分割されています。 

 
最初の DMP は2x2 のゲーム フィードを提供し、2 番目の DMP は 2x1 のスポンサー広告

を提供します。 

 

 
図 7. TV タイル マトリックス機能を使用した Cisco DMP 4310G の 2x3 ビデオ ウォールの配線例 

 

 
 

それぞれに特化した DMP が、TV のデイジーチェーンを通じ、接続された TV のグループ

にビデオ信号を提供します。TV の製造メーカーによっては、この機能が使用できる場合に

は、RS-232 接続もデイジーチェーンで接続することができます。 
 

タイル マトリックス モードで動作している場合、TV には同じビデオ信号が入力されます。

TV のタイル マトリックス設定に基づいて、TV はまず入力ビデオを x, y で設定された大き

さにスケーリングしてから、マトリックス内の設定された位置に基づいて全体表示の「一部」

を表示します。 
 

 
 

注：各画面に 4 つの異なるチャネルなど、複数のタイプのコンテンツ

を表示する場合には、各 TV の背後に Cisco DMP 4310G を 接続

する必要があります。 

注：この配線設計は、Cisco DMP 4310G に最適です。SV-4K および 
DMP-2K メディア プレーヤーに推奨される設計ではありません。その代わ

りに、ビデオ ウォールにはディスプレイごとに 1台のプレーヤーが推奨さ

れます。詳細については、『DMP Connection Per TV Display in a Video 
Wall』を参照してください。また、SV-4K と DMP-2K での 1920x1080 以外

の解像度の使用は、（機能する場合もありますが）技術的にはサポートさ

れていません。 
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その他のビデオ ウォールの設定 
 

2x3 ビデオ ウォールが最も一般的に使用されるビデオ ウォール設定ですが、前のページ

の「TV ベース タイル マトリックスの 2x3 ビデオ ウォールの例」の情報と概念を使用するこ

とで、任意の数のさまざまなビデオ ウォール設定を作成することができます。 
 

 
 

図 8. 4x4 ビデオ ウォールの例 
 

 
 

図 9. 3x5 ビデオ ウォールの例 
 

 
 

重要：これらのビデオ ウォール例には、2x3 ビデオ ウォールとは

異なる数の DMP と配線が必要です。 
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図 10. 2x7 ビデオ ウォールの例 
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コンテンツのルールと仕様 
 

 
 

コンテンツをインポートする前に、コンテンツが正しい形式であること、適切なサイズであるこ

と、表示される場所に適した大きさであることを確認します。コンテンツが配置されるリージョ

ンに適したサイズでない場合には、イメージが切り取られたり、リージョン内に空のスペース

が残ります。 

コンテンツの大きさ 

コンテンツの大きさは、イメージが全画面モードで再生されるか、または複数のリージョンを

持つ画面テンプレートの中の 1 つのリージョンで再生されるかによって異なります。全画面

モードで表示される場合、イメージはグラフィック画面の解像度と一致する必要があります。 

全画面 HD/SD モード：1920x1080 
 

 
 

コンテンツに関して、次のことを考慮する必要があります。 
 

• コンテンツが複数のリージョンを持つ画面テンプレートの中の 1 つのリージョンに表示さ

れる場合、コンテンツをその特定のリージョンの大きさに一致させる。 

コンテンツの向き 

Cisco StadiumVision Director のすべてのコンテンツのデフォルトの向きは、横方向モード

です。 
 

リリース 4.1 以前のリリースでは、縦方向の形でコンテンツを作成して（静的グラフィックの

み）、それを（横方向に予め）回転させます。リリース 5.0 は、縦方向モードでのコンテンツの

自動回転をサポートしています。 

注：任意の Cisco StadiumVision Director テンプレートを使用する

場合、プライマリ ビデオ リージョンを使用して 4K ビデオを Ultra 
HD 解像度（3840x2160）で表示することができます。詳細につい

ては、25 ページの「SV-4K メディア プレーヤーでの 4K 解像度の

ビデオ コンテンツの制限事項」を参照してください。 
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縦方向モードの自動回転 
 

 
 

• リリース 5.0 以降のリリースでサポート。 

• 縦向き設置のディスプレイで、DMP がコンテンツを正しい向きに自動的に回転する。 

• １ つの TV ディスプレイに対しあらゆる種類のコンテンツをサポート。 

• 複数の縦方向モードの表示画面に渡るコンテンツのスケーリングは、マルチキャスト 

ストリーミング ビデオのみサポート。 

• コントロール パネルの中の TV ディスプレイ仕様（Devices -> Display Specifications）設

定において、「dmp.Portrait」ディスプレイ パラメータを使用することにより有効になる。 

コンテンツのスケーリング 

スケーリングは、次の 2 点のサポートを示します。 
 

• コンテンツを拡大すること。 

• マルチ画面ビデオ ウォールで、ディスプレイごとにコンテンツの一部のみを表示すること。 

 
マルチキャスト ビデオのスケーリング 

 

 
 

• リリース 5.0 以降のリリースでサポート。 

• ビデオ ウォールでの使用が目的。 

• 縦方向および横方向のビデオ ウォール ディスプレイ全体へのマルチキャスト

ビデオ リージョンのスケーリングが可能。 

注：縦方向モードの自動回転は、Cisco DMP 4310G ではサポー

トされていません。 

注：マルチキャスト ビデオのスケーリングは、Cisco DMP 4310G 
ではサポートされていません。 
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ビデオ ソース 

Cisco StadiumVision は、ビデオ コンテンツの基本的なソースをサポートしています。 
 

• ヘッドエンドからのビデオ（構内、地上波テレビ、衛生およびケーブルTV プロバイダー

のフィード、典型的なマルチキャスト）。 

• ローカルに保存され、ビデオ プレイリストまたは混合メディア プレイリストで再生される

ビデオ（リリース 3.1 以降）。 

• HDMI-In ポートに接続された、ラップトップなどのサポート済みデバイスで流されるビ

デオ（リリース 4.1 以降の SV-4K メディア プレーヤーのみ）。 
 

ヘッドエンド ビデオ 
 

ヘッドエンドから提供されるビデオの形式は、ソースによって異なります。詳細について

は、『Cisco StadiumVision Video Headend Design and Implementation Guide』を参

照してください（Cisco StadiumVision 認定パートナーが利用可能）。 
 

ビデオ コンテンツのガイドライン 
 

Cisco StadiumVision Director でのビデオ コンテンツの導入では、次のガイドラインを考

慮してください。 
 

• ビデオ ファイルの大きさについては次の最大サイズを考慮すること。 

o リリース 5.0：最大 4 GB（SV-4K および DMP-2K のみ） 

o リリース 4.1 以前のリリース：最大 2 GB 
 

 
 

• ビデオ コンテンツが、27 ページの「サポートするビデオとオーディオの形式」に記載さ

れている要件を満たすこと。 

• SV-4K の HDMI-In ポートにデバイスを接続する場合、HDCP をサポートするコンテン

ツを流すときは動作テストを実施すること。ほとんどの Mac OS および Windows ラッ

プトップは、コピー保護されていないコンテンツの HDMI-In エンコーディングと動作互

換がある。これがサポートされるかどうかは、デバイスの製造元と OS に依存する。 

注：Cisco DMP 4310G は、全リリースで最大 2 GB のビデオ 
ファイル サイズをサポートしています。 

https://supportforums.cisco.com/document/13053436/cisco-stadiumvision-video-headend-design-and-implementation-guide
https://supportforums.cisco.com/document/13053436/cisco-stadiumvision-video-headend-design-and-implementation-guide
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• SV-4K および DMP-2K ビデオ コンテンツの場合： 

o ビデオ リージョンはマルチキャスト ビデオとローカルに保存されたビデオの組み合

わせで使用すること。両ビデオ リージョンにおいてマルチキャスト ビデオまたはロー

カルに保存されたビデオの使用はサポートされているが、各ビデオ リージョンにはマ

ルチキャスト ビデオとローカルに保存されたビデオの組み合わせ（または両方とも

ローカル ビデオ）の使用を推奨。 

o 描画されるビデオ リージョンと同じサイズのビデオ コンテンツを作成すること。これ

により、ビデオの不要なスケーリング（拡大縮小）が回避される。 

o すべてのローカル ビデオ コンテンツのオーディオトラックは、48 kHz でサンプリングされ

ること。 

o すべてのローカル ビデオ コンテンツは、（無音でオーディオ ソースがない場合でも）

オーディオ PID を含むこと。 

o ビデオ表示の最適化のため、インターレースではなくプログレッシブ ビデオ モードを

使用すること。 

• SV-4K での 4K 解像度のビデオ コンテンツの場合： 

o リリース 4.1 以降では、4K 解像度のビデオ コンテンツのみサポート。4K 解像度

のグラフィックは非サポート。4K 解像度のグラフィックはサポートされていません。 

SV-4K メディア プレーヤーのための 4K 解像度のビデオ コンテンツを用意する場合の

詳細な情報については、コンテンツが 27 ページの「サポートするビデオとオーディオの

形式」に記載されているような次の要件を満たしていることを確認してください。 
 

SV-4K メディア プレーヤーでの 4K 解像度のビデオ コンテンツのベスト 
プラクティス 

SV-4K メディア プレーヤーのための 4K 解像度のビデオ コンテンツを用意する前に、次の

ベスト プラクティスを考慮してください。 
 

• いずれかのテンプレートをネイティブ 4K ビデオに対して使用する際は、すべてのコンテ

ンツ/リージョンを HD 1920x1080 で設計すること。4K ビデオで表示されるイメージ コン

テンツは、3840x2160 のキャンバス サイズに自動的にサイズ変更（等比拡大）される。 
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SV-4K メディア プレーヤーでの 4K 解像度のビデオ コンテンツの制限

事項 

SV-4K メディア プレーヤー用に 4K 解像度のビデオ コンテンツを準備する前に、次の制限

事項を考慮してください。 
 

• H.264 ビデオ エンコードは非サポート。コンテンツ作成ツールが H.265 エンコードをサ

ポートしていることを確認すること。 

• HDMI-In ストリーミングによる 4K 解像度ビデオのサポートは不可。 

• デュアル 4K ビデオ リージョンの表示は非サポート。 

• 4K ビデオ リージョンは、プライマリ ビデオ リージョンのみで再生すること。セカンダリ ビ

デオ リージョンは、最大で HD（1920x1080）のビデオ解像度をサポート。 

• 任意の Cisco StadiumVision Director テンプレートにおいてプライマリ ビデオ リージョ

ンを使用することにより、4K ビデオを Ultra HD 解像度（3840x2160）で表示することが

可能。 

• Luma キーを 4K ビデオ コンテンツに適用することはできない。Luma キーイングは、プ

ライマリ リージョンの 4K ビデオに重ねたセカンダリ リージョンの HD ビデオが Luma 

キーを使用する場合にのみ、デュアル ビデオでサポートする。 

• Cisco StadiumVision Director の画面テンプレート エディタでは、HD 1920x1080 の

キャンバス サイズをベースに、すべてのリージョン サイズを表現する。4K ディスプレイ

の使用時は 3840x2160 の Ultra HD サイズに基づいたテンプレートの設定はしない。 

• 4K ディスプレイを使用する場合は TV ディスプレイ仕様（Device -> Display 

Specifications）の sv4k.videoMode シリアル コマンドに固定解像度：3840x2160x60p 

の値を設定すること。 

TV ディスプレイ解像度を指定する方法の詳細については、『CiscoStadiumVision 

Director Operations Guide』の「Configuring Resolution Under Control Panel Display 

Specifications」を参照してください。 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/operations/guides/4-1/sv-ops-guide-4-1.pdf
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マクロブロッキング 

大きな I-フレームが含まれているビデオ コンテンツでは、SV-4K および DMP-2K メディア

プレーヤーの再生中にマクロブロッキングが発生することがあります。マクロブロッキング

は、次の図に示すように、ビデオ イメージ内のあるエリアが小さなブロックまたは正方形と

して表示されるビデオの（不可逆圧縮に伴う）副作用です。 

図 11. マクロブロッキングのビデオ コンテンツの例 
 

 
 

CBR ビデオの使用は必須条件であり、問題を軽減するためにコンテンツ ガイドラインを厳密

に順守する必要があります。ただし、Adobe Creative Cloud ビデオ エンコーディング ツール

を使用している場合は、非標準 H.264 のサポートに関する問題に対処するために特別な設

定の使用が必要になることがあります。下記はその描画設定の詳細です。VBR の使用も含

まれます。 
 

 
 

• 描画設定： 

• VBR、1 パス 

• ターゲット：10 Mbps 

• 最大：12 Mbps 

• キー フレーム間隔：9 

詳細については、『Cisco StadiumVision Director Release Notes for Release 4.0』の
「CSCut02474」を参照してください。 

注：下記のキー フレーム間隔の設定には特に留意してください。 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/release/notes/4_0/SV-Director-Relnotes-4-0.html
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サポートするビデオとオーディオの形式 
 

次の表で、メディア プレーヤーでローカルに保存され、ビデオプレイリストを使用して再生さ

れるフルスクリーン ビデオでサポートするビデオとオーディオの形式を定義します。 
 

 
 

 
 

表 10. DMP 4310G のローカル ファイルでサポートするビデオ/オーディオ形式 
 

フォーマット DMP 4310G 
フォーマット HD/SD のサポート 

ビデオ ファイルを途切れなく繰り返し再生するには MPEG-2 TS 

（トランスポート ストリーム）が必要 
MPEG-4 
Cisco StadiumVision Director でサポートするファイル タイプ：

mpg、.mpeg、.mp4、.m2t、.m2ts、.ts 
ビデオ解像度 1920x1080 
アスペクト比 ワイドスクリーン 16x9（1.0 正方画素） 
フィールド順序 プログレッシブ 
ビデオ ビット レート 20 Mbps 
ビデオ ビット レート エンコー

ディング 
CBR（固定ビット レート）GOP の設定： 

M フレーム 3 

N フレーム 15 

オーディオ形式 MPEG 
オーディオレイヤ MPEG-1レイヤ II 
オーディオ モード ステレオ 
オーディオ サンプル レート 16 ビット 
オーディオ 周波数 48 kHz 

注：Cisco StadiumVision Director リリース 4.1 は、SV-4K メディア プレーヤー

での HD/SD および 4K 解像度のビデオ コンテンツ（ローカルおよびストリーミ

ング ビデオ）をサポートしています。4K 解像度のグラフィックはサポートしてい

ません。Cisco DMP 4310G および DMP-2K メディア プレーヤーは、HD/SD 
コンテンツのみをサポートしています。21 ページの「コンテンツのルールと仕様」

でサポートするコンテンツのリストを確認してください。 

注：メディア プレーヤーのローカル ビデオ再生については、最適なパフォーマン

スのために固定ビット レート（CBR）をお勧めします。可変ビット レート（VBR）も

使用できますが、同期ビデオ再生は品質が損なわれる場合があります。 
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オーディオ ビット レート 128 
オーディオ ストリーミング Cisco StadiumVision Director はストリーミング オーディオ

（オーディオトラックのみ）はサポートしない 
 

表 11. SV-4K のローカル ファイルでサポートするビデオ/オーディオ形式 
 

フォーマット SV-4K 
フォーマット HD/SD のサポート。4K 解像度のビデオ コンテンツは SV-4K のみでサ

ポート。4K ビデオ コンテンツの仕様については、表 12 を参照してくだ

さい。 
MPEG2-TS（トランスポート ストリーム） 
MPEG-4 
Cisco StadiumVision Director でサポートするファイルタイプ：

mpg、.mpeg、.mp4、.m2t、.m2ts、.ts。ブラック フレームの削減には 
mp4 を推奨。 
H.264 仕様：レベル 4.2 までの Main または High プロファイル、

AAC オーディオ、CBR オーディオのサポート（VBR は非サポート） 
ビデオ解像度 サポートする最大解像度：1920x1080。 
アスペクト比 ワイドスクリーン 16x9（1.0 正方画素） 
フィールド順序 プログレッシブ 
UDP マルチキャス

トおよびファイル 
ベースのビデオ 

コーデック：H.264 
カプセル化形式：MPEG2-TS または MPEG-4 

ビデオ ビット レート 30 ～ 40 Mbps の固定ビット レート（CBR）を推奨。2 つ目のビデオ 
デコーダは同時に最大 40 Mbps で、もう 1つの 1080p ビデオをサ

ポートできることに留意すること。 
オーディオ スト

リーミング 
Cisco StadiumVision Director はストリーミング オーディオ

（オーディオトラックのみ）はサポートしない 

ローカル オーディオ 
サンプル レート 

48 kHz 

 

表 12. SV-4K でサポートする 4K 解像度のビデオ形式 
 

フォーマット SV-4K 
フォーマット 4K 解像度のビデオ コンテンツのみサポート。4K 解像度のグラ

フィックは非サポート。 
MPEG-4 
Cisco StadiumVision Director は他のビデオ形式をサポートしてい

るが、MPEG-4 のみ動作確認済み 
ビデオ解像度 3840x2160 

ビデオ エンコー

ディング 
H.265 High Efficiency Video Coding（HEVC） 

H.265 バージョン 1 プロファイルのみ（Main および Main 10）。 
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Main プロファイル 表示するモニターで HDMI 2.0 がサポートされている場合、60p で 4K ビ
デオの表示が可能。これには Main 10 プロファイル（4:2:0 クロマサンプリ

ングで 10 ビットの色深度）を使用し、レベル 5.1 でファイルをエンコードす

る必要がある。表示するモニターで HDMI 2.0 がサポートされていない

場合は、最大 30p で 4K ビデオの表示が可能（色深度 8 ビット）。これに

はレベル 5.0 の Main プロファイルが推奨される。下記チャートに 4K ビ
デオでサポートする色深度の概要を示す。 
 

解像度 8 ビット 10 ビット 12 ビット 
4Kp24 

4Kp25 

4Kp30 

4:4:4（RGB） 4:4:4（RGB） 4:4:4（RGB） 

4Kp50 

4Kp60 

4:4:4（RGB） 

4:2:0 

4:2:0 4:2:2 

4:2:0 

ビデオ エンコード

のビット レート

（vbitrate） 

2000 ～ 25000 Kbps。 

ビットレート 30 ～ 40 Mbps の固定ビット レート（CBR）を推奨。2 つ目のビデオ デ
コーダは同時に最大 40 Mbps で、もう 1つの 1080p ビデオをサポー

トできることに留意すること。 
最大ストリーミング 
ビット レート（HDMI-
In エンコーディング） 

ビデオ エンコード ビット レート値の2倍を推奨。 

 
表13. DMP-2K のローカル ファイルでサポートするビデオ/オーディオ形式表 

 

フォーマット

 
DMP-2K 

フォーマット HD/SD のサポート。 
MPEG2-TS（トランスポート ストリーム） 
MPEG-4 
Cisco StadiumVision Director でサポートするファイル タイプ：

mpg、.mpeg、.mp4、.m2t、.m2ts、.ts。ブラック フレームの削減には mp4 
を推奨。 
H.264 仕様：レベル 4.2 までの Main または High プロファイル、AAC 
オーディオ、CBR オーディオのサポート（VBR は非サポート） 

ビデオ解像度 1920x1080 
アスペクト比 ワイドスクリーン 16x9（1.0 正方画素） 
フィールド順序 プログレッシブ 
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UDP マルチ

キャストおよび

ファイル ベース

のビデオ 

コーデック：H.264  
カプセル化形式：MPEG2-TS または MPEG-4 

ビデオ ビット 
レート 

30 ～ 40 Mbps の固定ビット レート（CBR）を推奨。2 つ目のビデオ デ
コーダは同時に最大 40 Mbps で、もう 1つの 1080p ビデオをサポー

トできることに留意すること。 

オーディオ スト

リーミング 
Cisco StadiumVision Director はストリーミング オーディオ（オーディオ

トラックのみ）はサポートしない。 

ローカル オー

ディオ サンプル 
レート 

48 kHz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静的グラフィックの形式 

静的グラフィックは、動きを必要としない広告や情報通知メッセージに使用されます。これに

は、特別席のウェルカム メッセージやイベント後の方向案内の情報などが含まれます。静的

グラフィックは、メディア プレーヤー上にローカルに保存されます。表 14 に、静的グラフィッ

クで使用できる形式を示します。 
 
表 14. 静的グラフィックの形式 

 

グラフィック形式 SV-4K および DMP-2K DMP 4310G 
JPEG、非プログレッシブ、

8 ビット RGB。 

CMYK、グレースケール、および

ダブルトーン（デュオトーン）は非

サポート 

○ ○ 

JPEG、プログレッシブ ○ × 
PNG ○ 

8、16、24、および 32 ビット

（24 ビットに 8 ビットの透過

情報）推奨 

○ 
8 および 24 ビット推奨 

注：SV-4K の HDMI-In ポートにデバイスを接続する場合、HDCP をサポートする

コンテンツを流すときは動作テストを必ず実施してください。ほとんどの Mac OS 
および Windows ラップトップは、コピー保護されていないコンテンツの HDMI-In 
エンコーディングと動作互換があります。これがサポートされるかどうかは、デバ

イスの製造元と OS によって決まります。 
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Flash Player 7、Action Script 
2.0 のみサポート 

× ○ ただし、簡単なグラフィックを推奨。 

低モーションの Flash オブジェクト

（.swf のファイル拡張子を含むファイ

ル）は、Adobe Flash 7.0 以下で動作

する ActionScript 2.0 で作成し、

Cisco DMP 4310Gでは 1 秒あたり 
12 フレーム以下にすること。詳細につ

いては、『Cisco StadiumVision 
Director Content Specifications 
Guide, Release 3.2』を参照のこと。 

 

静的グラフィックのガイドライン 
 

• 一度にインポートできるファイルの最大数は 100 です。このため、アップロードするグ

ラフィック ファイルの数が多い場合は、zip ファイルに圧縮して、その zip ファイルを

アップロードします。それ以外の方法としては、100 ファイル以下の固まりごとにアップ

ロードします。合計ファイル サイズは 100 MB 未満である必要があります。 

• 4.1 およびそれ以前のリリースにおける垂直（縦型）方向のコンテンツについて、グラ

フィックおよびビデオは DMP によって自動回転しません。したがって、垂直形式で作

成してから 90 度回転し、垂直（縦型）画面の向きに合わせる必要があります。 

• リリース 5.0 以降では、垂直（縦置き）設置の画面上の適切な方向にコンテンツを自動的に

回転するよう SV-4K および DMP-2K を設定できます（[Display Specifications] の 

dmp.Portrait パラメータを使用します）。21 ページの「コンテンツの向き」を参照してください。 

• コンテンツ ファイル名には、「-」および「_」を使用できますが、スペースやその他の特殊

文字は使用できません。 

イベント ステートとイベント スクリプト 

イベント ステートとイベント スクリプトは、イベントの進行過程において、いつ、どのようなコ

ンテンツを表示するかを制御します。たとえば、ゲーム前のウェルカム メッセージ、ハーフタ

イムの飲食のプロモーション、ゲーム終了時の退場メッセージなどです。イベント ステート

は、グループ内の画面が同じ振る舞い（たとえば、同一の画面テンプレート、プレイリスト、

チャネル）を示す一定の時間のことです。イベント ステートは、時間の経過（ゲーム前、ゲー

ム中、ゲーム後など）に合わせて変更できます。 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_2/sv_content_creation_3-2.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_2/sv_content_creation_3-2.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_2/sv_content_creation_3-2.pdf
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イベント ステートとイベント スクリプトのガイドライン 

イベント ステートとイベント スクリプトを作成するときには、次のガイドラインを考慮してくだ

さい。 
 

• Cisco StadiumVision Director でイベント スクリプトが実行されていない際は、メディア 

プレーヤーにデフォルトのビデオ チャネル/非イベント ステートを表示すること。 

• プレイリストで再生証明（PoP：Proof of Play）を取得するコンテンツを使用する際、特に 

PoP コンテンツがプレイリストの終了付近または終了まで含まれている場合は、少なくと

も 60 秒間実行される最終イベント ステート（PoPコンテンツを含まない）を定義し、すべ

ての PoP データが Cisco StadiumVision Director によってキャプチャされる時間を取

ること。一般的にこの最終イベント ステートは構内のディスプレイをオフ（電源断）するた

めに設定される。 

• ゾーンに対してスクリプト アクションを設定すると、デフォルトではそのゾーン内のすべて

のグループが設定されたアクションを継承する。このゾーン内の特定のグループに対し

てスクリプト アクションを設定すると、この継承を上書きすることが可能。 

• ゾーンに複数のグループが含まれている場合、特定のグループに対しスクリプト アク

ションを設定すると、これらのアクションはそのグループにのみ適用される。 

• Cisco StadiumVision Director では、イベント ステートごとに 1 つの RS-232 コマンドのみ

サポートする。 

表 15 で Cisco StadiumVision Director の一般的なスクリプト サポートのガイドラインにつ

いて説明します。 
 

 
 

表 15. スクリプトのガイドラインと設定の上限値 
 

スクリプトのガイドライン 上限値 
最大同時スクリプト実行数（各スクリプトでマルチキャストが利用されている場合） 20 
スクリプトあたりのイベント ステートの最大数 50 
スクリプトあたりの最大アイテム数 2,200 

 

注：次の上限値は、基本的な Cisco StadiumVision Director の操

作ではテストを行っていますが、最大値の組み合わせや、複雑なシ

ステムとコンテンツの場合は実際の上限に影響する可能性がありま

す。そのため、実稼働で使用する前にスクリプトのコンテンツが予測

どおり動作するか必ずテストしてください。 
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グループとゾーン 

グループとゾーンは、1 つのアクションでいくつかの画面に属性を適用することができます。

これにより、スタジアムのスポンサーエリアにおける広告の制御を容易にし、スポンサーゾー

ンのすべての画面で同じブランド メッセージ、同じプレイリスト、同じビデオ コンテンツの表示

を可能にします。 
 

グループとゾーンの関連付けは、イベント スクリプトをプッシュする前ならいつでも行うこ

とができ、また複数のイベントに使用できます。 
 

グループとゾーンのベスト プラクティス 
 

• グループとゾーンの数が増えるほど、導入もより複雑になる。慎重にプランニングし、構

成要素を簡単かつ利用しやすくすること。 

• 導入を簡単にするには、固有の広告エリア、退場方向の指示、ウェルカム画面を最小数

にしておくこと。 

• イベントの進行過程において、ゾーンに異なる画面テンプレートを使用することは可能

であるが、使用する画面テンプレートが多くなるほど、導入と管理はより複雑になる。シ

ステムの管理を簡素化するには、所定のゾーンの画面テンプレート数を抑えること。 
 

ゾーンとグループのガイドライン 
 

ゾーンとグループを作成する際は次のガイドラインを考慮してください。 
 

• DMP はイベントによっては異なるゾーンに所属する場合がある。 

• 複数のゾーンおよびグループ内にある DMP には、ある 1 つのイベント ステートにお

いて、複数のアクションを割り当てることはできない。 

• DMP は、ある 1 つのステートにおいて 1 つのグループに属することができる。ただ

し、別のイベント ステートではグループを切り替えることができる。 

• 任意のゾーンおよびゾーンに属しているグループで使用可能な DMP タイプは 1 つ

のみ。これにより、ゾーンまたはそのグループに割り当てられているすべての DMP 

が同一のメディア再生性能を持つ。 

• 1 つの開催場所につき最大 500 グループをサポート。 
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• 1 つのゾーンにつき最大 20 グループをサポート。ただし、典型的な例では 1 つの

ゾーンにおけるグループ数は 3 つまたは 4 つである。 

• 1 つの開催場所につき最大 100 ゾーンをサポート。ただし、1 つの開催場所で 20 個

のゾーンが一般的である。 

• RSS ティッカーの背景はグループ/ゾーンごとに変更可能。 

• すべてのゾーン名およびグループ名は唯一無二であること。 
 

プレイリスト 

プレイリストは、設定した時間枠において所定のリージョン内で次々に再生され、繰り返すよ

うにまとめて繋げられた一連のコンテンツ アイテム（イメージ、ウィジェット）です。各プレイリ

ストは他のプレイリストとは独立して動作し、複数のプレイリストを特定のイベント スクリプト

で実行できます。プレイリストには、ティッカーや全画面メッセージも含めることができます。 
 

図 12 は、5 つのイメージを含むプレイリストを表しています。それぞれ 15 秒間表示され、そ

の後繰り返します。 

図 12. プレイリスト 
 

 
 
 

プレイリストの作成に関するガイドライン 
 

プレイリストを作成する際、次のガイドラインを考慮してください。 
 

• 同じ名前のプレイリストは不可。 

• 再生証明（PoP:Proof of Play）のため、広告プレイリストと関連付けたリージョンを

1 つ以上設定することができる。 
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• Proof of Play の目的で、1 つの広告プレイリストを持つ複数のリージョンを設定でき

ます。 

• Cisco StadiumVision Director のすべてのリリースで、グラフィックプレイリストは静

的グラフィックと特定の .swf ファイルのみ再生することができる。リリース 3.1 以前で

は、ビデオ コンテンツのみビデオ プレイリストに入れることが可能。リリース 3.1 以降

では、Cisco StadiumVision Director は混合メディア プレイリストにおいて、Flash

（DMP 4310G のみ）、静的グラフィックおよびビデオをサポート。 
 
 

 
 

• プレイリストは、リストの最後のコンテンツ アイテムを表示するとプレイリストの先頭に

ループ バックする。 

• 推奨される広告のローテーション時間は 30 秒。すべてのコンテンツについてサポート

される最短の時間は 15 秒。ベスト プラクティスとして、プレイリストの １ つのコンテン

ツアイテムを 15 秒未満にしないことを推奨。 
 

 
 

• 各プレイリストは、他のプレイリストとは独立して、独自の広告のローテーション時間を

設定できる。 

• プレイリストのコンテンツは、コンテンツの順序を変更しない限り、追加した順序で表

示される。 
 

重要：SV-4K および DMP-2K のメディア プレイヤーでは Flash コ
ンテンツはサポートされません。Cisco DMP 4310G は Flash をサ

ポートしていますが、推奨されないかまたはサポートされない場合

もあります。詳細については、利用可能な「静的グラフィックの形

式」を参照してください。 

注：特定のイベントに関するすべてのゾーン/グループのすべて

のプレイリストを、イベントの前にすべてのメディア プレーヤーに

ロードしておく必要があります。 
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表 16 に Cisco StadiumVision Director の一般的なプレイリスト サポートのガイドラインにつ

いて示します。 
 

 
 

表 16. プレイリストのガイドラインと設定の上限値 
 

プレイリストのガイドライン 上限値 
Cisco StadiumVision Director コンテンツ データベース

のプレイリスト（すべてのタイプ）の数 
1,000 

グループあたりのプレイリストの数 100 
プレイリストあたりのアイテムの数 1,200 
SVD イベント全体で使用されるコンテンツ（すべての
タイプ）のアイテム数1 

1,200 

プレイリストの名前の文字数（スペースを含む） 22 
 

注：プレイリストの一連のコンテンツアイテムが遷移するとき（標準

の 3 リージョン L ラッパー テンプレートのリージョン 2 の広告な

ど）、そのコンテンツが表示されるメディア プレーヤーのディスプレ

イで各コンテンツ アイテムの現れ方に多少の差異が生じます。各コ

ンテンツ アイテムは、通常プレイリスト アイテムごとに約 1 秒以内

という遷移時間で、対応するすべてのメディア プレーヤーのディス

プレイに表示されます。ただし、開催場所内のすべてのディスプレイ

にプレイリスト内の同じコンテンツ アイテムを表示するための所要

時間は、開催場所の状態（ネットワーク インフラストラクチャ、ディス

プレイ上のリージョン数、プレイリストのコンテンツ アイテムの数、お

よびプレイリストの長さ）によっては 1 秒間を超える場合があります。 

注：次の上限値は、基本的な Cisco StadiumVision Director の操作

ではテストを行っていますが、最大値の組み合わせや、複雑なシステ

ムとコンテンツの場合は実際の上限に影響する可能性があります。

そのため、実稼働で使用する前にプレイリストのコンテンツが予測ど

おり動作するか必ずテストしてください。 
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プレイリストを設定する際は、次の制限事項および予測される動作を考慮してください。 
 

• 1 つのビデオのループ：1 つのビデオ コンテンツアイテムの継続時間をゼロに設定

し、それを含むプレイリストの継続時間をゼロに設定した場合、1 つのビデオ コンテン

ツを連続的にループ再生する。 

• 1 つの非ビデオのループ：1 つの非ビデオ コンテンツアイテムの継続時間を -1 に設

定し、それを含むプレイリストの継続時間をゼロ以上に設定した場合、1 つの非ビデ

オ コンテンツを連続的にループ再生する。 

• すべてのプレイリストは、最初のプレイリスト アイテムの継続時間をゼロに設定しない

限り、コンテンツをループする（（最後のアイテムを再生すると、プレイリストは最初の

アイテムから再生開始）。 

• プレイリストを 1 回だけ実行するには、プレイリストの最後のアイテムの継続時間にゼ

ロを指定する。最後のアイテムが非ビデオの場合とビデオの場合では動作が異なる。

最後のアイテムの継続時間をゼロに設定してプレイリストのアイテムを再生すると、最

後のアイテムが非ビデオの場合は、ステートが継続している間は連続再生される。最

後のアイテムがビデオの場合はそのビデオが 1 回だけ再生され、その後ステートが

継続している間は黒画面になる。 

• あるプレイリストに対して変更が発生し、現在そのプレイリストが表示されている場

合、継続時間がゼロのプレイリストにおいてあるアイテムの再生が終わっても、そのプ

レイリスト内のアイテムが表示されることがあり、継続時間がゼロの当該アイテムに再

び達するまでそのプレイリストは継続する。 

 

 

 

 

 
1  プレイリスト内の置き換えることができるコンテンツアイテムの数は、コンテンツアイテムの総数、プレ

イリスト、および Cisco StadiumVision Director のプレイリストの構成によって異なります。通常、

243 ～ 273 コンテンツアイテムを含むプレイリストを保存できます。これより大きいプレイリストを保存

すると失敗し、置換は機能しません。 



36/52 © Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

 

 38/52 

RSS ティッカーおよびその他の外部データの統合 

詳細については、Cisco.com でお使いのリリースの『Cisco StadiumVision Director 

External Content Integration Guide』を参照してください。 
 

 
 

外部 URL、HTML パススルー コンテンツのサポート 

Cisco StadiumVision Director リリース 3.2 以降では、プレイリスト内に外部 URL を含め

ることでメディア プレイヤーで簡単な HTML コンテンツ（一部制約あり）を描画することがで

き、それをスクリプトでスケジュールできます。 
 

 
 

このコンテンツは、実際には Cisco StadiumVision Director のコンテンツ レポジトリ（CMS）

には保存されていません。外部サイトのページのコンテンツに対するすべての変更は、外部 

URL のプレイリスト アイテムが再生されるなど、外部 URL が参照されたときにメディア プ

レーヤーで動的に更新されます。 
 

コンテンツの制限事項 
 

外部 URL のコンテンツを使用する前に、次の制限事項を考慮してください。メディア プ

レーヤーでサポートするには、外部 URL にある HTML コンテンツに次を含めることはで

きません。 
 

• ビデオ 

• Adobe Shockwave Flash 

• ActiveX（IE ブラウザのみの機能） 

• 「X-Frame-Options」ヘッダー 
 
 

注：従来の RSS ティッカー（Control Panel で設定する）は、SV-4K 
および DMP-2K メディア プレーヤーではサポートされません。 

注：このセクションでは、[コントロールパネル（Control Panel）] > 
[コンテンツ（Content）] 画面の [新規外部コンテンツ（New 
External Content）] ボタンを使用して指定した外部 URL からの

コンテンツに関するガイドラインについて説明します。 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/products-maintenance-guides-list.html
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基本的な HTML パススルー コンテンツのガイドライン 
 

基本的な HTML パススルーのサポートを使用する前に、次のガイドラインを考慮してくだ

さい。 
 

• 簡単な HTML ブラウザのコンテンツの描画は、チームまたは開催地のホームページを

表示することを目的と目的としていない。チームまたは開催場所のホームページを表示

するには、新しい大きさ（1920x1080）で作り直す必要がある。 

• HTML コンテンツの URL は Cisco StadiumVision ネットワークのローカルな場所や

内部サーバ（またはメディア プレーヤーから到達可能なサーバ）に置くことを推奨。外

部 Web サイトを参照する場合、SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーが iframe 

内に URL をロードするため推奨できない。多くの Web サイトは iframe を検出し、ユー

ザに警告するか、コンテンツを再生しないようにブロックする。 

• 「X-Frame-Options」ヘッダーを設定しない外部 URL のみ使用することを推奨する。 

• メディア プレーヤーではいかなるときでも外部 URL のコンテンツ タイプを 1 種類のみ

使用することを推奨する。 

• Web ページの背景色は、Web ブラウザのデフォルトの背景色ではないものを必ず定義

すること。 

• 非常に大きく複雑な Web ページはメディア プレーヤーのメモリを大量に消費し、サポー

トできない場合があることに留意すること。 

重要：外部 URL が「X-Frame-Options」ヘッダーを指定していると

エラーが発生しコンテンツは表示されません。このエラーは「X-
Frame-Options」が「SAMEORIGIN」に設定されていることを示し、

Cisco StadiumVision Director が iframe 内に外部 URL を描画す

ることが原因で発生します。このエラーはすべての Web ブラウザお

よびファームウェア バージョンで発生します。 

注：Cisco StadiumVision Director リリース 4.1 は、SV-4K メディア 
プレーヤーでの HD/SD および 4K 解像度のビデオ コンテンツ（ロー

カルおよびストリーミング ビデオ）をサポートしています。4K 解像度

のグラフィックはサポートされていません。Cisco DMP 4310G および 
DMP-2K メディア プレーヤーは、HD/SD コンテンツのみをサポートし

ています。詳細については、下記の「基本的な HTML パススルー コ
ンテンツのガイドライン」を参照してください。 
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• Web ページがどのように書かれているかによって、メディア プレーヤーが実行しているテ

ンプレートのリージョンサイズに合わせて適切に拡張できない場合がある。正しい割合で

表示するために Web ページを作り直さなければならないこともある。 

• 変更のために Web ページのコンテンツが再読込みされると、メディア プレーヤーの TV 

の表示に遅延が生じることがある。 

ローカル TV 制御およびコマース機能の統合に関するグラフィッ

ク仕様 

表 17 に、特別席のローカル TV 制御およびコマース機能の統合に使用するグラ

フィック（またはイメージ）を作成および格納するための仕様と場所を定義します。 

表 17. ローカル TV 制御およびコマース機能の統合に関するグラフィック仕様 
 

グラフィック 参照先 仕様 
IP Phone デスクトップの背景 CUCM Cisco StadiumVision Director で

提供 

IP Phone 7975：320x216x16  

IP Phone 9971：640x480 

IP Communicator：320x212x12 

IP Phone のチャネル ラ
インナップで使用される

チャネル アイコン 

Cisco 
StadiumVision 
Director 

ネットワークから許可を得てローカ

ルで入手すること。 

IP フォン：24x24、PNG 

サード パーティ：40x40、PNG 

発注プロセスで使用する食

品、飲料、商品のイメージ 
Quest または 
Micros 

ローカルで入手すること。 

265x265、JPEG 非プログレッシブ 
 

Cisco Unified IP Phone のチャネル アイコン 
 

Cisco StadiumVision Director を使用して Cisco Unified IP Phone のチャネル ガイドの

画面にチャネル アイコンを関連付けることができます。チャネル アイコンは、ローカルに取

得する必要があります（開催場所はネットワークからの許可を得る必要があります）。また 

24x24 PNG ファイルである必要があります。 
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Cisco Unified IP Phone サービスのイメージ 
 

Cisco StadiumVision は Cisco Unified IP Phone 上のサービスに背景として使用され

るバックグラウンド イメージ（homeBg.png）を提供します。これはデフォルトのイメージと

共に含まれています。デフォルトのイメージは次の場所にあります。 
 

/opt/sv/servers/config/webapps/StadiumVision/images/phone/phone/phoneImages 
 

Cisco IP Phone 7975 の電話サービス イメージの解像度は 298 X 168 です。Cisco IP 

Phone 9971 の場合は 618 x 432 です。 

図 13. デフォルトのサービス イメージ 
 

 
 

電話サービスのイメージをカスタマイズするには、バックグラウンド グラフィックを作成し

て .png 形式で保存し、名前を BG.png にします。カスタマイズされたイメージを次の場所に

保存します。 
 

/var/sv/phone/phone/phoneImages 
 

カスタム イメージをロードするには、このエリア（現在はシスコの従業員のみ使用可能）にア

クセスするための FTP クライアントと SNE TAC のログイン アカウントが必要になります。 
 

Cisco StadiumVision は、カスタマイズされたイメージを最初に検索します。これが見つ

からないと、デフォルトのイメージを使用します。 
 

Cisco Unified IP Phone のバックグラウンド イメージ 
 

Cisco StadiumVision Director には、CUCM にアップロードする必要がある電話のバックグ

ラウンド イメージ（download/cucmitems.zip）が含まれています。2 つのイメージ（1 つは 

Cisco Unified IP Phone 用、もう 1 つは Cisco IP Communicator 用）があります。 
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電話のバックグラウンド イメージの解像度は次のとおりです。 
 

• Cisco IP Phone 7975：320x216 ピクセル 

• Cisco IP Phone 9971：640x480 ピクセル 

最大 8 つの電話のバックグラウンド イメージ（PNG 形式）を CUCM にロードできます。 

特定の開催場所またはイベントに合わせて変更できるロゴを含めることで、電話のバック

グラウンド イメージをカスタマイズすることができます。ロゴは、図 14 に示すように、デス

クトップ イメージの下から約 10 ピクセルの 146x70 のリージョンの中央に配置する必要

があります。 

図 14. 電話のバックグラウンド イメージ上のロゴの配置 
 

 

IP Phone のカスタム バックグラウンド イメージの PNG ファイルの仕様 
 

電話のバックグラウンド イメージごとに 2 つの PNG ファイルが必要です。 
 

• フルサイズ イメージ：電話に表示されるイメージ。 

• サムネイル イメージ：ユーザが選択するイメージ型で、バックグラウンド イメージ画面に表

示されるもの。フルサイズ イメージの 25% の大きさであること。 
 

 

ヒント：多くのグラフィックス プログラムでグラフィックのサイズを変

更する機能を提供しています。サムネイル イメージを作成する簡

単な方法としては、まずフルサイズ イメージを作成して保存しま

す。そして、画像プログラムのサイズ変更機能を使用して元のサイ

ズの 25% のイメージを作成します。サムネイル イメージには異な

る名前を付けて保存します。 
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バックグラウンド イメージの PNG ファイルを Cisco Unified IP Phone で正常に表示する

には、ファイルが次の仕様を満たしている必要があります。 
 

• ピクセル単位でのフルサイズ イメージ（幅 X 高さ）： 

o Cisco IP Phone 7975：320x216 

o Cisco IP Phone 9971：640x480 

• ピクセル単位でのサムネイル イメージ（幅 X 高さ）： 

o Cisco IP Phone 7975：80x53 

o Cisco IP Phone 9971：123x111 

• カラー パレット：16 ビット色（65535 色）まで含まれる。16 ビット色を超える色数の使用が

可能だが、電話機ではイメージの表示前にカラー パレットが 16 ビットに減色される。最適

な結果を得るために、PNG ファイルの作成時に、イメージのカラー パレットは 16 ビットに

減色される。 
 

 
 

Cisco Unified IP Phone のカスタム バックグラウンド イメージの作成 
 

詳細については、次の URL で『Cisco Unified IP Phone Administration』の「Customizing 

the IP Phone」のセクションを参照してください。 

Cisco IP Phone 7975 の場合： 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_maintenance_guides_li
st.html 

 

Cisco IP Phone 9971 の場合： 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/7_1_3/en
glish/admin/guide/9971cus.html#wp1038500 

 

また、Cisco.com でお使いのリリースの『Cisco StadiumVision Local Control Areas Design 

and Implementation Guide』を参照してください。 

ヒント：カラーチャネル当たりの色調レベル数を指定するポスタリゼー

ション機能をサポートするグラフィックス プログラムを使用している場

合、チャネル当たりの色調レベル数を 40 に設定します（40 赤 X 
40 緑 X 40 青 = 64000 色）。これは、65535 色の最大値を超えること

なく最大値近くまでポスタライゼーションできる値です。 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/prod_maintenance_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/7_1_3/english/admin/guide/9971cus.html#wp1038500
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/7_1_3/english/admin/guide/9971cus.html#wp1038500
http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_0/SV_Local_Control_DIG_3-0.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Sports_Entertainment/StadiumVision/Director/design/guides/3_0/SV_Local_Control_DIG_3-0.pdf
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カスタム ウェルカム メッセージ 

Cisco StadiumVision Director では、外部コンテンツ統合機能において新たな機能をいくつ

か導入しています。カスタムコンテンツを指定するためにスィートルーム内のメディアプレイ

ヤーのIPアドレスを使用して、それぞれの顧客に合わせたウェルカム メッセージやロゴを表

示するといったスィートルームのカスタマイズができます。 
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SV-4K および DMP-2K メディア プレー

ヤーの HTML 書式設定のガイドライン 
 

 
 

このセクションは、SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーで再生される HTML5 コン

テンツを作成するためのガイドです。 
 

 
 

ハードウェアアクセラレーションを使用する 
HTML 機能のベスト プラクティス 

 
 

 
 

次の機能と効果がハードウェア アクセラレーションされます。 
 

• CSS トランスフォームと組み合わせた SVG グラフィック 

• -webkit-transform を使用するエフェクト 

• -webkit-animation- および -webkit-keyframes を使用するアニメーション

重要：このセクションでは、メディア プレーヤーで一般的に動作す

るための HTML/HTML5 に関するいくつかのガイドラインについ

て説明します。ただし、特定の要素が思ったように表示されない

ケースがあります。予想通りに表示されることを確認するため

に、実稼働の前にいずれかの HTML コンテンツを用いて必ずテ

ストを行ってください。 

重要：このセクションでは、メディア プレーヤーで一般的に動作す

るためのハードウェア アクセラレーションの機能およびガイドライ

ンの一部を説明します。ただし、ここに記載されていない注意事項

や制限事項がある場合があります。 
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次の機能はハードウェア アクセラレーションされないため使用を避けるべきです。 
 

• Javascript ベースのアニメーションおよびエフェクト 

• transform、-ms-transform、-moz-transform、または -o- transform の
使用 

• すべての CSS トランジション（たとえば、-webkit-transition） 

• hwz 属性でタグ付けされたビデオ 
 

 
 

コンテンツの制限事項 
 

下記に HTML5 ページに関連するコンテンツ制限事項の概要を示します。 
 

• HTML5 コンテンツは、一般の Web ブラウザとして使用しないこと。メディア プレー

ヤーは Web 閲覧ツールではなく、インタラクティブ機能を持った HTML5 プレーヤーで

ある。 

• メディア プレーヤーは Flash コンテンツをサポートしないため、Flash コンテンツが埋め

込まれている HTML5 ページを正しく表示することはできない。Adobe Creative Suite 

を含め、ほとんどの Flash 作成アプリケーションには、Flash コンテンツを HTML5 とし

てエクスポートできるツールがある。 

• メディア プレーヤーは Media Streaming Extension（MSE）をサポートしない。 

• YouTube や Vimeo などのストリーミングビデオ オブジェクトの機能は信頼できない場

合がある。 

• HTML5 ページのイメージ サイズは 1920x1080x32 bpp に制限される。メディア プ

レーヤーは、この制限より大きなイメージを含むページの表示には失敗する。 

重要：デフォルトではビデオ要素はハードウェア アクセラレーション

されないため、推奨またはサポートされません。画面上に同時に存

在できるビデオ リージョンは 2 つのみです。これには、Cisco 
StadiumVision Director からのライブ ビデオやローカル ビデオ 
リージョンが含まれます。 
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• 大量の物理メモリと仮想メモリを必要とするため、1 つの非常に大きな HTML ページ

にすべてのコンテンツをロードするようなサイトをロードしたり参照することは避けるこ

と。SV-4K および DMP-2K メディア プレーヤーには仮想メモリがないため、これは得

策ではない。 

• 一部の新しいコンテンツを表示する際には歪みのあるアニメーションを使用しないこと。

ハードウェア デコーダでは長方形のビデオ コンテンツが必須のため、ビデオでは適切

に動作しない。 
 

HTML5 ページの作成 
 

HTML5 コンテンツを作成するには、次のステップに従います。 
 

1. HTML5 ページがサイネージ表示と同じアスペクト比であることを確認する。画面より

小さなウィジェットに HTML5 コンテンツを表示したい場合、そのウィジェットと同じア

スペクト比になるようにページを合わせること。 

2. HTML ページを構築するときはマスター Div を使用し 0,0 に合わせて配置する。

これにより正しい配置が可能。 

3. GPU のラスター化を使用することで、ほとんどのケースで HTML グラフィックのパ

フォーマンスを向上できるが、この方法は GPU メモリの使用率を大幅に増加させ

る。次のいずれかのメソッドを使用して GPU のラスター化を有効にできる。 

HTML：HTML ページに次のメタ タグを追加する。 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 
minimum-scale=1.0"> 

 

 
 

ページ更新の動作 
 

ページが更新されるたびに、プレーヤーはすべてのページ要素を（キャッシングせずに）再

取得します。ページがリモート サーバ上にホストされている場合、ページ要素は接続を介し

て到着した時にロードされます。このため頻繁に更新されるページでは見た目の問題が発

生します。 
 

注：描画エンジンがページに互換性がないと判断した場合、GPU の
ラスタ化を有効にできないことがあります。 
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頻繁に更新されるページでは、ページを更新したときにページの動的な要素のみ再ロード

されるようにするコード（JavaScript、Ajax など）を含めることをお勧めします。 

アニメーションおよびアドオン ライブラリ 
 

このセクションでは、メディア プレーヤーの WebKit エンジンに対するアニメーションとアド

オンライブラリのサポートに関する一般的なルールの概要を説明します。外部 Web コン

テンツについてはパフォーマンスが保証されない、またはテストされていないことに留意し

てください。外部 Web コンテンツは DMP の動作に悪影響をおよぼす場合があります。 

JavaScript アニメーション 

JQuery .animate() ライブラリなどの、JavaScript タイマーを使用するアニメーションは、

GPU リソースを効率的に使用せず、スムーズなアニメーションを実現するにはそれほど正

確ではありません。このため、可能な限り CSS アニメーションを使用することを推奨します。

JQuery Transit ライブラリは CSS アニメーションを使用し、.animate() ライブラリと同様の 

API を提供します。 

ベクター アニメーション 

SVG プロトコルはベクター アニメーションを指定するために使用する必要があります。 
 

ビットマップ アニメーション 

ビットマップ アニメーションは 1080p HTML キャンバスの 1/3 以下の場合にスムーズに表

示されます。キャンバスのサイズを 720p に設定すると、より大きい高品質のアニメーション

で画面を占めることができます。 

CSS トランスフォーム 

すべての CSS トランスフォームは WebKit トランスフォームとして指定する必要があり

ます。<div> またはグラフィック要素のトランスフォームを実行するときに、トランス

フォームをインラインで指定することは推奨されません。 
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「top」および「left」プロパティを使用するアニメーションは CPU を使用して描画されま

す。よりスムーズなアニメーションにするために、作業を GPU にオフロードする代わり

に、translate() および translate3d() メソッドを使用することを推奨します。 
 

次のコードは、有効な CSS トランスフォームの例を示します。 
 

<style> 

.flipme{ 

-webkit-animation-name:flipon; 

-webkit-animation-fill-mode:forwards; 

-webkit-animation-iteration-count:1; 

-webkit-animation-duration:2s; 

} 

@-webkit-keyframes flipon 

{ 

0% {-webkit-transform:rotateY(0deg);} 

30% {-webkit-transform:rotateY(-90deg);} 

100% {-webkit-transform: rotateY(360deg);} 

image 

} 

</style> 
 

アドオン ライブラリ 
 

jQuery および Prototype ライブラリは、メディア プレーヤーでサポートされます。一般的な

ルールとして、WebKit ベースのトランスフォーメーションを使用すると、アニメーションのど

のアドオン ライブラリも機能します。特定のライブラリに互換性があるかどうかを判断する

には、ライブラリの非縮小（non-minified）バージョンを見ることで WebKit ベースのトランス

フォームを使用するかどうかを確認できます。 
 

プッシュ技術 
 

WebSocket プロトコルとロング ポーリングの技術は検証済みで、メディア プレーヤーで動

作することが実証されています。
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スクロールバーの非表示 
 

デジタル サイネージに使用するときに Web ページのスクロールバーを非表示することが

望ましい場合がよくあります。CSS コードに次のスニペットを追加するとスクロールバーを

非表示にすることができます。 

::-webkit-scrollbar { width: 0px; 

height: 0px; 

background: black;} 
 

ネットワーク遅延を分からなくするには 
 

メディア プレーヤーが URL から HTML コンテンツをロードする際にネットワーク遅延に基

づいて遅延が生じることがあります。この問題を軽減するためにプリロード イメージを追加

できます。 

ファームウェアの既知の問題 
 

次にファームウェアの既知の問題を示します。 
 

配置（position）：fixed および z-index 

ある HTML 要素に position: fixed プロパティを割り当てる際、その要素に z-index 
プロパティも指定されている場合は目的の結果になりません。ページを上にスクロールする

と、要素は最終的に画面の端で消えるまで下方に増加します。 

JavaScript での時刻のローカリゼーション 

JavaScript の toLocaleTimeString() コールは、ローカライズされた時刻フォーマット

（つまり 24 時間に対して12 時間）を取得しません。代わりに、メディア プレーヤーの時/分の

クロックは 24 時間がデフォルトになります。Javascript で 12 時間のクロックを使用して時

間を表示したい場合は、次のコードが回避策を提供します。 
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1. 次の関数を作成する。 

function format12Hour(date) 

{ 

var zero = '0'; 

hh = date.getHours(); 

mm = date.getMinutes(); ss = date.getSeconds() if((hh % 12) == 0) 

hh = 12; else 

hh %= 12; 

// Pad zero values to 00 hh = (zero+hh).slice(-2); 

mm = (zero+mm).slice(-2); 

ss = (zero+ss).slice(-2); 

return hh + ':' + mm + ':' + ss + ' ' + ((date.getHours() 

< 12) ? 'AM' : 

'PM'); 

} 

2. 必要に応じて、秒情報を表示しないようにするには、上記の「return」の行を

次で置き換える。 

return hh + ':' + mm + ' ' + ((date.getHours() < 12) ? 'AM' : 
'PM'); 

3. 次のように HTML スクリプトに関数を実装する。 

var dateString = (startJSDate.getMonth() + 1) + "/" + 
startJSDate.getDate(); 

if (!startDateTime.isDateOnly()) { 

dateString += " -- " + format12Hour(startJSDate); 

} 
 

HTML5 リソース 
 
Wordpress 

Wordpress はデジタル サイネージの作成に直感的なアプローチを提供する HTML5 リ

ソースです。Wordpress のアーキテクチャを使用すると次のメリットがあります。 
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• Wordpress では、天気から E-コマースまであらかじめ作られたウィジェットで高度な 

HTML5 サポートを提供する。システムは CSS3 機能を使用する高度な HTML5 オ

プションもサポートする。 

• Web サイトから Wordpress を実行するか、または独自のサーバ上 Wordpress インス

タンスをインストールすることが可能。 

HTML5 オーサリング 

これらは一般的な HTML5 オーサリング アプリケーションの一部です。 
 

• Adobe CS ツール：Dreamweaver、Illustrator、InDesign、Photoshop 

• Aptana Studio 

• CoffeeCup Software 
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