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このマニュアルについて
このプレイブックは、パートナーとお客様が Cisco StadiumVision Director の日常の運用を維
持することを可能にするために作成されています。
このプレイブックでは、オペレータが Cisco StadiumVision Director（コントロールパネル/ダッ
シュボード）に関するトレーニングを受けており、イベント スクリプトを作成および変更するため
の知識を持っていることを前提としています。

マニュアルの変更履歴
表 1 は、このマニュアルの変更履歴を示しています。
表 1. 変更履歴の表
日付

2016 年 11 月

説明

•

リリース 4.1 およびそれ以降のリリースに対応するようにリンクが
更新されました。

•

「スクリプトの管理」（9 ページ）と「イベント スクリプトのベスト
プラクティス」（9 ページ）が追加されました。

•

「バックアップの管理のベスト プラクティス」（30 ページ）が改訂さ
れました。

•

期限切れのスクリプトのクリアを強調するために「定期的なメ
ンテナンス タスク」（47 ページ）が更新されました。

2015 年 12 月
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Cisco StadiumVision Director リリース 4.0 用の初版です。
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イベント コンテンツの準備
このプレイブック モジュールでは、イベントを準備する際に実行する必要があるタスクの概
要を示します。
このモジュールは、次のトピックで構成されています。
•

イベント準備タスクおよび責任の調整（1 ページ）

•

ビデオ コンテンツの調整（3 ページ）

•

コンテンツの期限の設定（5 ページ）

•

グループとゾーンの維持（6 ページ）

•

コンテンツの検証（10 ページ）

•

ビデオ再生リストの更新（1 ページ）

•

イベント チェックリストの作成（15 ページ）

•

ダイナミック コンテンツの更新（21 ページ）

•

チャンネル ガイドの更新（26 ページ）

•

RSS フィードの更新（23 ページ）

イベント準備タスクおよび責任の調整
表 2 は、Cisco StadiumVision イベントの準備において果たすべき主要な責任を示してい
ます。これらのタスクは、イベント サポート チームとともに、これらを合理化するために調整
できます。
イベント スクリプトを作成または更新する前に、お客様と協力して、これらのすべての項目に
よってイベントがどのように形成されるかを決定する必要があります。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

1 / 71

パートナー主導のイベントの場合は、パートナーとお客様の間で、各責任の取り扱い方法
を理解していることを確認してください。
表 2. イベント準備責任のチェックリスト
責任

理解済み

Cisco StadiumVision Director コンテンツ（スタティック広告、L 字表示、
ビデオ再生リスト ファイル）
ビデオ調整（トラック フィード、ビデオ ループ）
グループとゾーンの検証
ダイナミック コンテンツ（メニュー ボード、スイート ウェルカム メッセージ、
ウィジェット）
チャンネル ガイド
RSS フィード、ゲーム クロックなどのデータ統合

イベント準備プロセス フロー
次のページの「イベント準備プロセス フロー」には、イベント準備プロセスに関係するタスク フロー
と推奨されるタイムフレームが示されています。
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図 1. イベント準備プロセス フロー

ビデオ コンテンツの調整
ビデオ コンテンツを準備する際は、必ず、以下のベスト プラクティスに従ってください。
• お客様の意思決定者を 1 人決定します。
例：開催地で試合/イベント プレゼンテーションの責任者となる人物を特定します。リプ
レイ ルームのビデオ ディレクタとなる人物を特定します。
• 開催地のどのエリアで、どの時間帯に、どのトラック フィードを再生するかを話し合います。
例：イニングのブレイク タイム中に Scoreboard-Feed-2 を再生します。試合中に TruckFeed-1 を再生します。
o

フィードを表示するチャンネルを選択します。

o

フィードが Cisco StadiumVision Director に提供されていることを確認する責任者を
把握します。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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• 開催地のどのエリアで、どの時間帯に、ビデオ ループを再生するかを話し合います。
例：クラブで前シリーズのハイライト ビデオをループ再生します。
o

ビデオ ループを表示するチャンネルを選択します。

o

ループが Cisco StadiumVision Director に提供されていることを確認する責任者
を把握します。

o

イベント中に再生する放送があるかどうか、どの時間帯に再生するかを話し合います。
例：チャンネル 13 で放送される試合前のショーをイベントの 30 分前からすべてのクラ
ブで再生します。
o

これらの放送を保有するチャンネルを把握します。

• スクリプトに必要なすべての調整を加えます。
• 可能であれば、バックアップ計画のステートを組み込みます（たとえば、雨による遅れが
試合後の放送に影響する可能性があるため、社内コンテンツを表示できる予備のス
テートを組み込みます）。
• すべての異なるチャンネル割り当てに関するタイムライン スプレッドシートを作成します。
表 3 は、チャンネル ラインナップ タイムラインの例を示しています。
o

開催地の各エリアがイベントの各時間帯に受ける影響を確認します。チャンネル自体を
変更する機能を持つエリアに注意してください。

o

このタイムラインをお客様と共有し、お客様もそれを承認することを確認してください。

表 3. チャンネル ラインナップの例
コンコース

スイート

クラブ

開門

野球
チャンネル

野球
チャンネル

野球
チャンネル

試合
1 時間前

スコアボード
フィード

スコアボード
フィード

試合
30 分前

試合前
ネットワーク

試合前
ネットワーク

試合
15 分前

試合
フィード 1
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試合
フィード 1

試合
フィード 1

管理室

売店

スコアボード
フィード

試合
フィード 1

試合フィード
1
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コンコース

スイート

クラブ

試合中

試合フィード
1

試合フィード
1

試合フィード
1

試合フィード
1

ブレイク
タイム

スコアボード
フィード

スコアボード
フィード

スコアボード
フィード

スコアボード
フィード

試合直後

スポーツ
ネットワーク

試合後
ネットワーク

スポーツ
ネットワーク

スポーツ
ネットワーク

試合
30 分後

野球
チャンネル

野球
チャンネル

野球
チャンネル

Truck-Feed 1-OFF

Truck-Feed
1-OFF

試合
1.5 時間後

Truck-Feed
1-OFF

管理室

売店

コンテンツの期限の設定
次のようなリスクを回避するためにも、イベントの前にコンテンツ期限を設定することが重要です。
•

コンテンツ変更のためにスクリプトを停止して再開することにより、コンテンツの再上演
に時間がかかる可能性があります。
重要：これにより、メモリに問題のあるサーバが、一部の TV 表示
を、イベント中に発生する可能性のある空白画面のままにする可
能性があります。

•

急いで行われるスクリプトの変更により、間違いが発生する可能性があります。

•

新しいコンテンツがテストされずに使用されます。

•

Proof of Play の精度が低下する可能性があります。

コンテンツの期限のベスト プラクティス
•

開催地のコンテンツ受け渡し担当者を 1 人決定します（この事物からコンテンツを受け取りま
す）。不可能な場合は、最低人数に絞ることを試みてください。

•

不良コンテンツに十分に対応できるだけの期限を設定します（イベント開催日の 3 営業日前
にすることをお勧めします）。コンテンツが間違ったサイズで届いた場合は、適切な仕様のコ
ンテンツを届けるための十分な時間がある間に広告主に連絡してください。

•

コンテンツが期限後に届いた場合は、そのコンテンツの挿入を試みることのリスクを認識し、
挿入しないことを検討します。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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グループとゾーンの維持
注：グループおよびゾーンは、必要なときにのみ更新してください。

このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

ゾーンとグループのベスト プラクティス（6 ページ）

•

グループとゾーンの DMP の移動および追加（8 ページ）

ゾーンとグループのベスト 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。

•

同じモデル タイプのメディア プレーヤーのグループを作成します。たとえば、このグルー
プにはすべての Cisco DMP 4310G またはすべての SV-4K が入ります。

•

類似モデル グループのゾーンを作成すると、最良の結果が得られます。異なるメディア
プレーヤー タイプの複数のグループに同じ状態を適用すると、それぞれのメディア プレー
ヤー モデルでコンテンツ サポートは異なることから、問題が発生する可能性があります。
注：モデルの複数のグループを 1 ゾーン内に混在させる必要がある
場合は、コンテンツが、混在させるデバイスのサポートの最小共通項
を反映していることを確認します。コンテンツは予測どおりに動作する
かどうかを必ずテストしてください。デュアル ビデオ、SWF サポート、
ビデオ ウォールなど、多くの事柄を考慮に入れる必要があります。

図 2 は、DMP（塗りつぶしの赤い円）が、1 つのゾーン内の 3 つの異なるグループに所
属できるという例を示しています。

6 / 71
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重要：Cisco StadiumVision Director の追加処理を減らすために
単一の DMP グループを作成する場合は、注意深い判断を働かせ
てください。単一の DMP グループが適しているケースは、個々の
TV ディスプレイのコンテンツを制御する必要があるビデオ ウォール
やスイートなどです。
図 2. グループおよびゾーン図の例

•

論理的で体系的な命名規則に従って、グループにはわかりやすい命名規則を一貫し
て使用します。
例：CLUB_LEVEL_ATRIUM_ALL = クラブ レベルのアトリウムにあるすべての DMP
を含むグループ
詳細については、『Cisco StadiumVision Director Operations Guide』（または
Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するガイド）の「ゾーンとグループの命名の
ガイドライン」を参照してください。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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•

わかりにくい DMP 名を目にした場合はいつでも、それらを改善します。

•

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。

•

所定のゾーンの画面テンプレート数を抑える。
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。

グループとゾーンの DMP の移動および追加
注：このグループおよびゾーン維持のワークフローは、必要なと
きにのみ実行してください。

図 3 は、DMP の移動および追加のプロセス フローを示しています。
図 3. DMP グループおよびゾーン維持のプロセス フロー

8 / 71

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

スクリプトの管理
イベントのスクリプトを計画する際は、必ず、システムで維持するスクリプトの数の管理な
どに関するベスト プラクティスに従ってください。

イベント スクリプトのベスト プラクティス
イベント スクリプトを使用する際には、次のベスト プラクティスを考慮してください。
•

システムからテスト スクリプトおよびその他の期限切れのスクリプトを削除して、定期
的にスクリプト リストを管理してください。スクリプトの総数は、開催場所の必要に応じ
てできる限り抑えてください。

•

開催場所全体のすべてのゾーンとグループ、およびイベントに必要なすべてのステート
をリストアップしたコンテンツ マトリックスの作成を検討してください。スプレッドシートを
使用すると、ステートごとに必要なコンテンツとプレイリストを記録しやすくなります。

•

DMP のタイプが混合している環境で使用する場合、デバイスの違いを注意深く考慮し
て、要件に応じてイベント スクリプトの設計および計画を行います。
注：ベスト プラクティスは、同じモデル タイプのメディア プレー
ヤーのグループを作成し、同じモデル グループのゾーンを作成
することです。詳細については、「ゾーンとグループのベスト
プラクティス」（6 ページ）を参照してください。

•

TV 制御に RS-232 を使用している場合、TV の On/Off コマンドを何回か送信すること
で最初に応答しない可能性のある TV を考慮することができます。

•

タッチダウン、ゴール、ゲームの中断、スポンサーの開催場所のドミネーションなどの独
占的機会を表示するには、アドホック ステートを使用します。

•

異なるゾーンまたはグループで同じテンプレートを使用して異なるコンテンツを表示する
場合は、あるゾーンまたはグループに割り当てられたアクションを別のゾーンまたはグ
ループにコピーすることで時間を短縮できます。これにより、コピーされたゾーンまたはグ
ループのテンプレートに表示するさまざまなコンテンツを選択できます。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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•

メディア プレーヤーがランタイムをロードして待受状態になり、新しいスクリプト アクション
を受信および処理できるようにすることが重要です。そのため、必ず、すべてのイベント
スクリプトの最初のステートとして空のスクリプト ステート（アクションまたはコマンドなし）
を定義し、別のステートに変更する前に 2 分（120 秒）以上にわたって実行するように設
定してください。
ヒント：空のステートの実際の継続時間は、システムのメディア プ
レーヤー数、およびコンテンツの上演にかかる時間によって異な
ります。スクリプトを実行する前に手動でコンテンツを上演する
と、この時間を短縮できます。

•

•

イベント ステートを次の時間よりも短い間隔で変更しないでください。
o

SV-4K と DMP-2K メディア プレーヤー：最短で 15 秒

o

DMP 4310G：最短で 60 秒

混合 DMP で同じスクリプトを使用する環境をサポートしている場合、イベント ステート
の変更に 60 秒確保することが重要です。

•

イベント スクリプトを再生して、開催地内の各ステートとアドホック ステートを視覚的
に確認します。

コンテンツの検証
ヒント：Cisco DMP 4310G および SV-4K でのコンテンツ作成に関す
る完全なガイドラインについては、『Cisco StadiumVision Content
Creation Design and Specifications Guide for the Cisco DMP
4310G and SV-4K』を参照してください。

このセクションは、次のトピックで構成されています。
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•

画像の検証のベスト プラクティス（11 ページ）

•

再生リストの検証のベスト プラクティス（13 ページ）
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画像の検証のベスト プラクティス
•

どのスタティック画像も、非プログレッシブの JPGS ファイルまたは PNG ファイルであること
を確認します。

•

画像は、CMYK カラーではなく RGB カラーを使用している必要があります。
注：一部の CMYK 画像は、コンピュータ上では正常に見える場合
がありますが、Cisco StadiumVision Director では使用できません。

•

コントロール パネルの [コンテンツ（Content）] 画面から、次の操作を実行します。
o

リスト ビューに移動します。

o

コンテンツの寸法を確認し、そのコンテンツを配置する予定のテンプレート リージョン
のサイズと一致することを確認します。

o

•

コントロール パネルのコンテンツの寸法を確認します。
ウォークスルー中に、新しいコンテンツを再生している DMP に移動し、正しく表示され
ていることを確認します。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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表 4. サンプル再生リスト スプレッドシート
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再生リストの検証のベスト プラクティス
•

コンテンツが正常に動作することを確認したら、それが正しい再生リストに含まれてい
ることを確認します。

•

コンテンツを確認する際に、再生リストのスプレッドシートを作成します。スプレッドシー
トに対して Cisco StadiumVision Director の再生リストをダブルチェックしてください。

•

スプレッドシートに、どの広告がどのプレイリストに含まれているかを示します（表 5 を参照）。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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表 5. サンプル再生リスト スプレッドシート
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イベント チェックリストの作成
このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

イベント チェックリストのベスト プラクティス（15 ページ）

•

イベント チェックリストの例（15 ページ）

イベント チェックリストのベスト プラクティス
•

イベントごとに新しいチェックリストを作成します。

•

イベントと日付に従ってチェックリストに名前を付けます。

•

終了したイベントに関して将来質問を受ける場合に備えてチェックリストをアーカイブします。

•

イベントの開催中と開催前後のすべてのアクションを特定します。
ヒント：一部のオペレータは、イベントのセクションごとに個別の
チェックリストを保持することを希望します。

•

すべての必要なアクションを、よく確認してください。ルーチン ワークが中断されると、手順
が容易に見落とされる場合があります。

イベント チェックリストの例
表 6 は、タスクや場所のオーナー、日付、およびステータスを特定するイベント チェックリスト
の例を示しています。
表 6. 詳細なイベント チェックリストの例
項目

オーナー

日付

ステータス

コンテンツ

メニュー（確認と作成）
広告挿入（確認と作成）
L 字表示（確認と作成）
試合スクリプティング
ロッカー ルーム スケジュール
制作会議（チームと）

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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項目

オーナー

日付

ステータス

イベント マトリックスの作成
再生リストに含まれるすべての L 字表示の検証
RSS フィード、スコアボード グラフィック
スイート

ウェルカム スタティック（右上の画面）
Reuters–UL（左上の画面）
スイート内での注文
案内係の確認
100% プロセス スポットのテスト/確認
特別エリア：コンテンツとフィードの確認

コーチ クラブ
チーム ショップ
オーナー スイート
一般スイート
プレス スイート
売店

テスト/動線
ヘッドエンド

チャンネル マッピング/割り当て
広告挿入スケジュールの作成
制作会議（チームと）
信頼性モニタの調整
Cisco StadiumVision 全般

チャンネル ガイドの説明
デフォルトのチャンネル ガイドの特別チャン
ネルのブロック
DMP/TV 修復リスト
試合前

ゲーム スクリプトのバックアップ
すべてのゾンビ セッションの削除
システムに十分なメモリがあることの確認
すべての DMP のメンテナンス リブート
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項目

オーナー

日付

ステータス

SWF ファイル（DMP 4310G のみ）
システム パフォーマンスの確認
Cisco StadiumVision Director のバック
アップ
試合後

コーチ クラブの演題後ろのループの確認
コーチ クラブの立ち入り禁止区域の確認
DVD 記録装置の回収
注意事項

Q1 後にロッカー ルーム スクリプトが消える
スクリプトにはスイート アクションがない
キャプテン クラブのスクリプトは変更されない
スクリプトの管理スペースに関するアクショ
ンはない
プレス エリアでのイベントの変更はまったく
ない
デフォルトのマルチキャスト チャンネルを変
更する
必ず、プッシュ後に All TVs On コマンドを
実行する
スタジアムが無人になってから 2 時間後に
すべての TV をオフにする
To Do リスト

Hertz テントの DMP を設定する
DVD 記録装置をロッカー ルームに移動さ
せる
チャンネルで必要な NFL ショーを確認する
離れる前に TV Shutdown コマンドを 3 回
実行する
問題の追跡と解決

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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図 4 は、イベント前からイベント後までのイベントのタスクのライフサイクルに対応するカ
バーするイベント・チェックリストの例を示しています。
図 4. 詳細なイベント チェックリストの例
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図 5 は、イベント開始前に完了する必要があるタスクのチェックリストの例を示しています。
図 5. イベント前チェックリストの例

図 6 は、イベント中の特定の瞬間にトリガーされるスクリプト ステートのチェックリストの例
を示しています。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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図 6. スクリプト ステート チェックリストの例
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ダイナミック コンテンツの更新
このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

カスタム スイート ウェルカム メッセージのベスト プラクティス（21 ページ）

•

メニュー ボードのベスト プラクティス（22 ページ）

•

RSS フィードの更新（23 ページ）

•

データ統合のデータ ソースの更新（25 ページ）

カスタム スイート ウェルカム メッセージのベスト プラクティス
•

スイート オーナーにカスタム ウェルカム メッセージの追加料金を請求します。これによ
り、作業範囲が狭くなり、エラーの余地が最小限に抑えられます。

•

External Content Integration のテーブル ルックアップ機能を使用して、カスタム ス
イート ウェルカム メッセージを実装します。
例については、『Cisco StadiumVision Director External Content Integration Guide』
の「Custom Welcome Messages Configuration Example」を参照してください。

•

すべてのスイート オーナーの名前を取得するための明確な期限を設定します。取得し
た名前をアプリケーションに入力して検証するための十分な時間が得られるようにして
ください。

•

可能なかぎり、お客様とともに検証プロセスを実行し、お客様がアプリケーション更新
のトレーニングを受けられるようにしてください。

カスタム スイート ウェルカム メッセージのリスク
重要：間違ったメッセージやスペルミスがあると、スイート オーナー
の感情を著しく害します。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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メニュー ボードのベスト プラクティス
•

すべてのメディア プレーヤーについて、External Content Integration 機能とウィ
ジェット ツールを使用してメニュー ボードを作成します。
注：すべてのメディア プレーヤーは、ウィジェットベースのダイナミック メ
ニュー ボードの作成をサポートしています（POS データ ソースとしてダ
イナミック メニュー ボード アプリケーション テーマ、データ統合、および
ウィジェット ツールをサポートを組み合わせる）。フラッシュベースのダイ
ナミック メニュー ボードの作成は、Cisco DMP 4310G でのみサポートさ
れています（ダイナミック メニュー ボード アプリケーションのみを使用）。

POS データ ソースについて、また DMB アプリケーションとウィジェット ツールの相違点
については、『Cisco StadiumVision Director External Content Integration Guide』の
「Overview of External Content Integration in Cisco StadiumVision Director」
モジュールを参照してください。
DMB メニュー テーマとウィジェット ツールでのメニュー ボード作成を組み合わせる方法の
例については、「Menu Board Widget Using DMB Themes Configuration Example」を
参照してください。
•

すべてのメニュー変更を取得するための明確な期限を設定します。取得した変更をアプリ
ケーションに入力して検証するための十分な時間が得られるようにしてください。

•

営業許可取得者との週 1 回のミーティングを用意します。

•

メニューを更新し、ただちに営業許可取得者に検証を依頼します。

•

可能であれば、営業許可取得者がアプリケーション更新のトレーニングを受けられるように
します。

メニュー ボードのリスク
重要：間違った価格は、お客様とファンの感情を害します。
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RSS フィードの更新
従来のティッカー機能または External Content Integration 機能のいずれかを使用して
RSS フィードを更新し、必要な承認を実行します。
注：ティッカー インターフェイスの場合、ストーリー承認はインター
フェイス内で行われます。External Content Integration を使用し
て RSS フィードを設定する場合は、Cisco StadiumVision
Director ソフトウェアの外部で、Cisco StadiumVision Director に
よる取り込みの前に、承認を行う必要があります。

図 7 は、従来の RSS ティッカー設定の例と、インタフェース内でのコンテンツ承認のサ
ポートを示しています。
図 7. 従来の RSS ティッカーの設定

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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図 8 は、External Content Integration 機能でのデータ ソースとしての RSS 設定の例を示し
ています。
図 8. External Content Integration のデータ ソースとして RSS 設定

表 7 では、コントロール パネルから使用できる従来のティッカー機能と、[コントロール パ
ネル（Control Panel）] > [セットアップ（Setup）] の画面の External Content Integration
機能から使用できる新しい RSS フィード サポートの間の相違点を比較しています。
表 7. ティッカー機能と External Content Integration の RSS サポートの比較
機能

カスタマイズされ
たレイアウト

コンテンツ承認の UI サポート

ティッカー（コントロール パネル）

なし

あり

External Content Integration の

あり

なし

RSS（[コントロール パネル
（Control Panel）]/[セットアップ
（Setup）]）

External Content Integration 機能による RSS サポートの詳細については、『Cisco
StadiumVision Director External Content Integration Guide』を参照してください。
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データ統合のデータ ソースの更新
コントロール パネルのデータ統合インターフェイスを使用して、スコアボード コントローラ、
ゲーム クロック、POS データ ソース（メニュー テーマを含む）、汎用データ ソースなどのデー
タ ソース用に、External Content Integration のネットワーク接続を設定します。

ウィジェット ツールでのコンテンツ レイアウトの設計
ウィジェット ツール（図 9）を使用して、統計情報のレイアウトを設計し、グラフィックを追加
して、データをバインドします。
図 9. ウィジェット ツール

図 10
図 10. OES アイス ホッケー ウィジェットの例

External Content Integration 機能の使用の詳細と、詳細なウィジェット設定例については、
『Cisco StadiumVision Director External Content Integration Guide』を参照してください。
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チャンネル ガイドの更新
このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

チャンネルが常に変更される理由（26 ページ）

•

外部サテライト フィードの調整のベスト プラクティス（26 ページ）

チャンネルが常に変更される理由
•

DirectTV の特別チャンネルでは、イベント中に行われている複数の試合が放送されて
います。これらには、MLB Extra Innings、NFL Sunday Ticket、NHL Center Ice など
があります。

•

開催地では、これらのチャンネルに合わせるための DirectTV カードの数が限られて
いるため、それらのすべてを常時視聴することはできません。

•

開催地では、Cisco Stadium Vision Director で他のどの試合を提供するかを決定する
必要があります。また、それに応じて、チャンネル ガイドを更新する必要があります。

外部サテライト フィードの調整のベスト プラクティス
•

開催地のサテライト カード（DirecTV など）を正しいチャンネルに合わせる担当者を決
定します。

•

イベント中に、チャンネルが機能していることとチャンネル ガイド（図 11）でそれらの
チャンネルに適切な名前が付けられていることを、その担当者に確認させます。
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図 11. マスター チャンネル リスト
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システム メンテナンス
このプレイブック モジュールでは、Cisco StadiumVision Director システムを維持するため
に実行する必要があるタスクの概要を示します。
このモジュールは、次のトピックで構成されています。
•

バックアップの管理（29 ページ）

•

バックアップからの復元（31 ページ）

•

システム要件が満たされていることの検証（33 ページ）

•

サービスのモニタ（33 ページ）

•

DMP のモニタ（37 ページ）

•

DMP の維持（39 ページ）

•

定期的なメンテナンス タスク（47 ページ）

バックアップの管理
バックアップ処理はスケジュール設定をする以外に、手動でも実行できます。
最初のサーバ設定の一環として、プライマリおよびセカンダリ サーバはバックアップ処理用
に設定されている必要があります。
TUI を使用したバックアップ/復元用のサーバの設定の詳細については、『Cisco
StadiumVision Director Server Administration Guide』の「Backing Up and Restoring
Cisco StadiumVision Director Servers」モジュールまたは Cisco.com にある、ご使用のリ
リースに対応した『Cisco StadiumVision Director Operations Guide』を参照してください。
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バックアップの管理のベスト プラクティス
•

ディスク スペースを最大化するとともに、バックアップが正常に完了できるようにするため
に、システムに 1 つのバックアップ ファイルを保持するようにします（デフォルト）。

•

ゲーム スクリプトの開始前には、手動システム バックアップを実行しておきます。

•

すべてのコンポーネントをバックアップします（強く推奨）。

•

手動バックアップの開始前には、管理ダッシュボードでアクティブなゲームやイベント
スクリプトを停止させておきます。

•

リリース 4.0 およびそれ以前のリリースでは、バックアップの実行中のスクリプト イベン
トを開始しないでください。

•

Cisco StadiumVision Director リリース 4.1 以降では、イベント スクリプトの実行中でも
バックアップ タスクを開始できるようになりました。この変更に伴い、バックアップ処理中
にはデータベースの最適化および修復は行われなくなったため、必要に応じてデータ
ベース メンテナンスを手動実行するための新規オプションが TUI に追加されています。

•

バックアップが完了するまで、Cisco StadiumVision Director のコントロール パネルや
管理ダッシュボードを操作してはいけません。

バックアップするべきシステム データ
バックアップを必要とする Cisco StadiumVision Director のエリアは複数存在します。バック
アップ処理では、Cisco StadiumVision Director サーバの次のエリアがバックアップされます。
•

アップロードされたフォント

•

Cisco StadiumVision Director Content Management System（CMS）

•

Cisco StadiumVision Director データベース

•

Cisco StadiumVision Director システム コンフィギュレーション ファイル

•

Content Integration データ

•

Dynamic Menu Board データ（GAR ファイルを含む）

•

/var/sv/pofp/data ディレクトリ中の Proof of play レポート データ
注意：/var/sv/pofp/raw ディレクトリ中の proof of play の raw
データはバックアップされません。
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バックアップを実行するタイミング
次の何れかのタスクを実行するごとに、手動バックアップを実行する必要があります。
•

チャネル ガイドの追加/変更

•

コンテンツ更新（メニュー ボード、L ラッパー）JPG、SWF など。

•

ゾーンおよびグループの追加/変更

•

DMP および電話の追加/変更

•

ラグジュアリー スイートの追加/変更

•

管理ダッシュボードのレジストリ更新

•

コントロール パネルの更新
注意：
手動バックアップの開始前には、実行中のスクリプトをすべて停止さ
せるようにし、バックアップ中はゲームやイベント スクリプトを開始さ
せないでください。
バックアップが完了するまで、Cisco Stadium Vision のコントロール
パネルや管理ダッシュボードを操作してはいけません。

バックアップからの復元
Cisco StadiumVision Director ソフトウェアは、プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間でバッ
クアップ ファイルを自動的にコピーし、復元処理の開始時に MD5 チェックサムを検証します。
詳細については、『Cisco StadiumVision Director Server Administration Guide』の「Backing Up
and Restoring Cisco StadiumVision Director Servers」または『Cisco StadiumVision Director
Operations Guide』の「How to Manage Backups」を参照してください。
セカンダリ サーバにフェールオーバーして復元する必要がある場合は、『Cisco StadiumVision
Director Server Administration Guide』の「Configuring Failover Between Redundant Cisco
StadiumVision Director Servers」または『Cisco StadiumVision Director Operations Guide』の
「How to Restore From a Backup」の手順に従ってください。
ご使用のリリースに対応するドキュメントについては、Cisco.com を参照してください。
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復元の実行のベスト プラクティス
注意：プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方が同じタイム
ゾーンにあり、それらの時間が緊密に同期していることを確認してく
ださい。「未来からのバックアップ」の問題が発生することを防ぐため
に、可能であれば、ほんの数分前に生成された新しいバックアップ
コピーではなく、常にその日の午前 4 時に生成されたバックアップ
コピーを使用して復元することを試みてください。
復元するサーバの時間よりも前に生成されたバックアップ ファイル
を復元しようとすると、復元処理に失敗し、ログに「files is from the
future message」と記録される場合があります。これを回復する唯
一の方法は、ISO が新規インストールされたサーバ全体を復元する
ことです。

•

イベントまたは試合中にバックアップ ファイルを復元しないでください。

•

復元する前に、すべてのアクティブ スクリプトを停止します。

•

セカンダリ サーバで使用可能なディスク容量を確認します。

•

不要なバックアップ ファイルを RESTORE ディレクトリから削除します。サイトで大容量
のビデオ コンテンツを保持している場合は、システムで必要なディスク ストレージ容量
を減らすために、バックアップ ファイルが保持される日数を変更する
ことができます。デフォルトの保持期間は 10 日間です。

•

セカンダリ サーバの管理ダッシュボード（図 12）を使用して、システム データを復元し
ます。

•

復元パネルで、RESTORE ファイルのタイム スタンプに基づいて適切なシステム バッ
クアップ ファイルを選択します。

•

[適用（Apply）] をクリックして、成功メッセージが表示されるまで待ちます。

•

TUI に移動し、Cisco Stadium Vision Director ソフトウェアを再起動します。
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図 12. 復元タスクの手動実行

システム要件が満たされていることの検証
イベント前に、CPU、メモリ、ディスク使用率に関するシステム要件が満たされており、
十分なリソースがあることを確認してください。
サーバの使用率とアラート、およびその他のシステムリソースの検証の詳細について
は、『Cisco StadiumVision Director Operations Guide』の「Managing Server
Resources in Cisco StadiumVision Director」（または Cisco.com にある、ご使用のリ
リースに対応するドキュメント）を参照してください。

サービスのモニタ
図 13 は、システムでの正常な動作を検証する必要のある、Cisco StadiumVision Director
のモニタ対象サービスの例を示しています。リリース 3.0 以降、「Content Management
CMS Server」サービスと「Integration Broker」サービスが追加されました。
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ヒント：
• 管理ダッシュボードには、最後のサービス ステータスがキャッ
シュされています。表示を更新してサービス ステータスを更新
するには、矢印をクリックします。
• サービス名にマウス カーソルを合わせると、サービス パフォー
マンスの詳細情報が表示されます。
図 13. 管理ダッシュボードのサービス アラート
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モニタ対象サービスに関する情報
サービス アラートの報告は、[モニタおよびステータス（Monitor and Status）] > [サービス（Services）]
の管理ダッシュボードで有効になっているモニタ対象サービスに基づいて実施されます。
図 14 は、モニタリングとステータスの確認に使用可能な Cisco StadiumVision Director
サービスを示しています。
図 14. 管理ダッシュボードでのモニタ対象サービス

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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表 8. モニタ対象サービスの説明
サービス名
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説明

{Cisco | Micros |
Quest}
POS Server n

Cisco StadiumVision Director にストアとして設定されている POS ベン
ダーと Cisco StadiumVision Director 間の接続をモニタします。POS ス
トアは、[Cisco]、[Micros]、[Quest] のいずれかです。番号付きサービス
[n] は、複数の統合インスタンスの区別に使用されます。

Config Server

自動登録、システム設定、管理ダッシュボード機能をサポートする Cisco
StadiumVision Director のサブコンポーネントのステータスをモニタします。

Content
Management
CMS Server

コンテンツ管理データベースのステータスをモニタします。

Control Server

IP フォンとスクリプト機能をサポートする Cisco StadiumVision Director
のサブコンポーネントのステータスをモニタします。

CUCM Server

Cisco StadiumVision Director でのインスイートのフォン スピード ダイヤル
オペレーションの正常な動作をサポートする Cisco Unified Communications
Manager（CUCM）サーバの接続と可用性をモニタします。

Director
Database

Cisco StadiumVision Director データベース（内部システムの設定情報
を保存）が正常に動作しており、他の Cisco StadiumVision Director
サービスからアクセス可能であるかをモニタします。

Director
Server OS

CPU、メモリ、ディスク使用率を含めた、Cisco StadiumVision Director
サーバの全体的な健全性をモニタします。

High Availability
Hardware

設定された Cisco StadiumVision Director セカンダリ サーバが稼働し
ていて利用可能であるかをモニタします。

Integration
Broker

External Content Integration 機能をサポートするサブコンポーネントを
モニタします。

Local Control
Server

Local Control API をサポートする Cisco StadiumVision Director サブ
コンポーネントのステータスをモニタします。

Log Monitor

過去 8 時間以内に発生した重大度が「Error」または「Fatal」のエラー
メッセージのシステム ログ ファイルをモニタします。

Monitor Server

管理ダッシュボードでのモニタリング機能をサポートするサブコンポーネ
ントの全体的なステータスをモニタします。

Network
Configuration

External Content Integration 機能に設定されている特定の外部データ
ソースおよびレガシーの RSS ティッカー サポートに必要な DNS サービ
スの動作と設定をモニタします。

Proof of Play
Database

Proof of Play データベースのステータスをモニタします。
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DMP のモニタ
管理ダッシュボードの DMP サマリ パネル（図 15）には、DMP の健全性の全体的なサマリ
が示されます。信号機によって示される全体的な健全性に加えて、DMP ステータスの詳細
なサマリが左側に表示されます。
図 15. DMP サマリ

表 9 は、システムの DMP の全体的な健全性を要約した信号機ステータスに関して設定さ
れているデフォルトのしきい値を示しています。これらのしきい値は設定可能です。
表 9. 全体的な DMP（信号機）ステータス
アイコン

カラー

説明

赤

健全ではない DMP が 10 % を超えています。

黄

5 ～ 10 % の DMP が健全ではありません。

緑

ネットワーク上の動作中の DMP でエラーのあるものは 5 % 未満です。
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集約ステータスとアラート タイプ
選択したデバイス リストに関する管理ダッシュボードのステータス詳細情報パネルには、
DMP と TV の詳細情報が表示されます。
次の 3 つのタイプのアラートが表示されます。
•

[マイナー（Minor）]

•

[メジャー（Major）]

•

[クリティカル（Critical）]

表 10 は、DMP 上の CPU およびメモリ リソースの合計と、各種アラートをトリガーするしきい
値を示しています。
表 10. DMP リソース アラートのしきい値
DMP リソース

合計

マイナー アラート

メジャー アラート

CPU

100 %

使用中が 75 % を超えて
いる

使用中が 90 % を超えて
いる

システム メモリ

250 MB

空き容量が 10 % 未満

空き容量が 5 % 未満

SWF メモリ

100 MB

空き容量が 40 % 未満

空き容量が 20 % 未満

HDD

300 GB

空き容量が 25 % 未満

空き容量が 10 % 未満

ダッシュボードでは、アラート ステータスのサマリが作成され、メイン パネルに正常、警告、
およびクリティカルのアラート アイコンとして表示される集約ステータスが計算されます。
DMP/TV
の集約ステータス

アラートのトリガー条件

1 つ以上のクリティカル アラート。
1 つ以上のクリティカル アラートまたはマイナー アラート。
どのアラートもなし。

詳細については、『Cisco StadiumVision Getting Started with the Management
Dashboard』ガイドを参照してください。
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DMP の維持
このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

DMP の維持のベスト プラクティス（39 ページ）

•

DMP 健全性レポート（39 ページ）

•

DMP ステータスの取得（44 ページ）

メディア プレーヤーの各モデルに固有の管理タスクについては、『Cisco StadiumVision
Director Operations Guide』の「Managing Media Player Operation」（または Cisco.com
にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）も参照してください。

DMP の維持のベスト プラクティス
•

日次 DMP 健全性レポートを設定します。
設定の詳細については、『Cisco StadiumVision Director Operations Guide』（または
Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）も参照してください。

•

管理ダッシュボードを使用して、1 週間に 1 回、すべての DMP をソフト リブートしま
す。これは、DMP がフリーズ状態になることを継続的に防止するために役立ち、黒画
面やその他の予期しない動作も回避できます。
注：DMP をリブートする前にアクティブ スクリプトを停止してください。

詳細については、『How To Configure the Reboot DMP System Task From the
Management Dashboard』ドキュメントを参照してください。
•

リブートが完了したら、管理ダッシュボードから DMP ステータスを取得し、DMP の健
全性を確認します。
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DMP 健全性レポート
ベスト プラクティスとして、電子メール エイリアスを設定し、日次 DMP 健全性レポートを
スケジュール設定して、システムの DMP をモニタおよび維持する必要があります。
重要：日次 DMP 健全性チェックが電子メールで届かなくなると、
重要なスタジアム イベントの前に、どの DMP に問題があるかを
素早く知ることができなくなる可能性があります。

このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

システム健全性レポートに関する情報（40 ページ）

•

システム健全性レポートの使用のベスト プラクティス（43 ページ）

システム健全性レポートに関する情報
ベスト プラクティスとして、メディア プレーヤーおよび Cisco StadiumVision Director シス
テムの全体的な状態をモニタおよび管理するために、StadiumVision 健全性レポートは毎
日確認する必要があります。このレポートは毎日 08:00 に自動的に実行され、1 つまたは
複数の電子メール アドレスに送信するようにシステムを設定できます。
図 16 は、一般的な StadiumVision 健全性レポートの電子メール通知を示しています。
電子メールの本文には、レポートの概要がまとめられており、レポートの詳細は .txt ファイ
ルとして添付されています。

40 / 71

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

図 16. 電子メールで通知される StadiumVision 健全性レポートのサンプル

カテゴリ別のデバイス詳細を表示させるには、電子メールに添付されているテキスト ファイル
を開きます。図 17 は、ステータス カテゴリ別にまとめられたデバイスの詳細レポートの抜粋
を示しています。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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図 17. StadiumVision 健全性レポートの詳細（抜粋）
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システム健全性レポートの使用のベスト プラクティス
•

StadiumVision の健全性レポートが適切に送信されていることを確認するために、
次のようにしてシステムを定期的に確認します。
o

健全性レポートの電子メール設定を確認します。

o

StadiumVision の健全性レポートに設定されている SMTP サーバが正
常に実行していることを、施設の IT 担当者にこまめに問い合わせます。

•

Cisco StadiumVision Director システムのメディア プレーヤーおよび全体的な状態を
モニタするために、StadiumVision の健全性レポートを毎日確認します。

•

「クリティカル状態のデバイス（Devices in critical state）」と「到達不能なデバイス
（Devices not reachable）」のセクションで報告されたすべてのデバイスを調べます。
注：これらの 2 つのセクションのデバイス数は通常は等しいですが、
必ずそうであるというわけではありません。たとえば、Cisco DP 4310G
の場合、Flash テンプレートの破損または Flash テンプレートの欠落
は、「クリティカル」と表示されますが、「到達不能」とは表示されません。
o

これらのデバイスについてイベント マネージャに通知します。

o

影響を受けているデバイスを確認して、正常な状態に戻します。必要に
応じて交換します。

o

これらのセクションで報告されたデバイスは無視しないでください。メディア プレー
ヤーは、ほとんどの場合、TV ディスプレイに黒画面を表示します。

•

リブートするデバイス数が通常よりも多くなったことに気付いた場合は、さらに調査し
ます。この原因として、エッジ スイッチの電源変動の問題が発生した、エッジ スイッチ
自体がリブートされた、または影響を受けたデバイスへの電力供給の中断によって
別の問題が発生したなどが考えられます。

•

非準拠デバイス：
o

通常のこととして非準拠状態のデバイスがいくつかある場合には、この項目は無視
してください。

o

非準拠デバイスの数が予期した数と異なる場合は、問題を確認して修正します。
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DMP ステータスの取得
管理ダッシュボードには、DMP の健全性の全体的なサマリが表示されます。
管理ダッシュボードにログインし、[DMP および TV の制御（DMP and TV Controls）] >
[モニタリング（Monitoring）] > [ステータスの取得（Get Status）] に移動して、DMP Get
Status コマンドを実行します（図 18）。
図 18. DMP Get Status コマンド
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図 19 は、DMP Get Status コマンドの出力例を示しています。
図 19. DMP Get Status の例

ヒント：デフォルトではすべての DMP が選択されているため、
アクションを実行する DMP のみを選択してください（図 20）。
図 20. DMP の選択

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

45 / 71

ヒント：検索フィルタを使用して、健全性ステータスによって DMP
を検索できます。図 21 は、クリティカル状態の DMP を検索する
例を示しています。
図 21. DMP の健全性による DMP の検索

重要：クリティカル状態の DMP が何十もある場合は、高い確率で、
サーバに関する非常に大きな問題が発生しています。

詳細については、『Cisco StadiumVision Getting Started with the Management
Dashboard』ガイドおよび『Cisco StadiumVision Viewing Device Details
Status 』ガイドを参照してください。

DMP の健全性の回復
このセクションは、管理者が管理ダッシュボードの使用方法についてトレーニングを受けて
いることを前提としています。以下の推奨事項は、DMP の健全性に関する最も一般的な問
題を修正するために用意されています。これらは、必ずしも各シナリオのための最良の解
決策ではなく、単に最も迅速な解決策です。これらの手順を試みても DMP を回復できない
場合は、さらなる調査が必要です。
DMP の健全性を回復するには、次のアクションを実行します。
•

クリティカル状態の DMP に ping を実行でき、準拠していると表示される場合は、デバイ
スをリブートします。

•

クリティカル状態の DMP に ping を実行でき、準拠していないと表示される場合は、
Flash テンプレートとグローバル MIB を Cisco StadiumVision Director 管理ダッシュ
ボードから DMP に再プッシュします。
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注：しばらく稼働していた DMP については、これが最も一般的な
非準拠状態です。デバイスが非準拠状態でありつづける場合は、
[準拠（Compliance）] タブからのさらなる調査が必要です。ダッ
シュボードから追加の DMP Install コマンドを実行する必要があ
る場合があります。

•

クリティカル状態の DMP が到達不能の場合は、Power over Ethernet（PoE）リブー
トを実行します。スタジアムで PoE リブートが機能していない場合は、シスコ テクニカ
ル サポートに連絡してください。

•

これらの手順を実行しても DMP を回復できない場合は、DMP のある場所に向か
い、手動で電源を切断/再投入してから、トラブルシューティングを続行します。

定期的なメンテナンス タスク
このセクションは、次のトピックで構成されています。
•

NTP サーバの確認（47 ページ）

•

PTP の動作の確認（48 ページ）

•

DNS サーバの確認（48 ページ）

•

SMTP サーバの確認（49 ページ）

•

すべての Cisco StadiumVision Director サービスの再起動（49 ページ）

•

オフ シーズンのコンテンツの消去（49 ページ）

NTP サーバの確認
Network Time Protocol（NTP）は、Cisco StadiumVision ネットワークに最も信頼性の高い
クロッキングを提供します。NTP は冗長サーバと Cisco StadiumVision Director リモート
サーバの間の同期性を確保するために役立ち、リリース 3.2 以降では、DMP 上のプレイリ
ストの同期も最適化されます。
NTP サービスは、Cisco StadiumVision Director で次のデバイスに関して必要です。
•

Cisco StadiumVision Director サーバ

•

Cisco StadiumVision Director リモート サーバ

•

DMP

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

47 / 71

NTP の設定の詳細については、『Cisco StadiumVision Director Server Administration
Guide』の「Configuring the Cisco StadiumVision Director Server System Settings」
（または Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）も参照してください。

NTP サーバ障害の結果
•

プライマリ サーバとセカンダリ サーバの間で時間同期を維持できないと、復元処理が
失敗する場合があります。

•

再生リストの同期が影響を受け、DMP でステートが正しく再生されない場合があります。
DMP が、スクリプト ステートを再生せずに、引き続きマルチキャスト ビデオを再生した
り、黒画面を表示したりする場合があります。

•

タスクが、他のネットワーク機器（通常、時刻源と同期している）と異なるタイムスタンプで
実行される場合があります。

•

低レベルのシステム ログに無効なタイムフレームが含まれます。

•

NTP を確認するには、コマンド ラインからルートとして「ntpq -p」を実行します。出力に
は、通常、時間同期が有効であることが反映されます。

PTP の動作の確認
SV-4K メディア プレーヤーと DMP-2K メディア プレーヤーは、Precision Time Protocol（PTP）
を使用して最適な同期を実現します。ただし、ネットワーク内の PTP マスターとして選択された
デバイスに初期クロッキングを提供するために、NTP ソースも使用する必要があります。
SV-4K メディア プレーヤーと DMP-2K メディア プレーヤーでは、同期を最適化するために
PTP が使用されます。PTP マスターのみが NTP を使用してクロックを生成します。
PTP の動作を確認する方法については、『Cisco StadiumVision Director Server
Administration Guide 』 の 「 Verifying PTP Operation for the SV-4K and DMP-2K
Media Player」（または Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）も
参照してください。

DNS サーバの確認
ドメイン ネーム システム（DNS）は、コンピュータ、サービス、またはインターネットやプライ
ベート ネットワークに接続された任意のリソース用の分散データベース上に構築される階層
型ネーミング システムです。
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DNS サーバ障害の結果
•

日次 DMP 健全性レポートの電子メール通知が停止します。

•

Cisco StadiumVision Director が、更新された RSS フィード（従来の RSS フィード）
をインターネットから取得することに失敗します。

•

Cisco StadiumVision Director から到達不能な DNS サーバのためにイベント スクリ
プトが失敗します。

•

Cisco StadiumVision Director のコントロール パネルと管理ダッシュボードの応答時
間が低下します。

SMTP サーバの確認
•

Simple Mail Transfer Protocol（SMTP）ホストは、インターネットを介して電子メール
を配信するために使用されます。

•

管理ダッシュボードを使用して SMTP サーバを設定します。

SMTP サーバ障害の結果
SMTP 障害が発生すると、Cisco StadiumVision Director サーバは、登録された電子メー
ル アドレスへの日次 DMP 健全性レポートの電子メール通知の送信を停止します。

すべての Cisco StadiumVision Director サービスの再起動
CMS およびブローカー サービスを含むすべての Cisco StadiumVision Director サービ
スを、毎月またはシステム パフォーマンスが低下したときに再起動します。

オフ シーズンのコンテンツの消去
ベスト プラクティスとして、コンテンツのスクラビング処理を行い、期限切れのアイテムを
消去します。これには、期限切れのスクリプトや使用されていないスクリプトの消去が含ま
れます。
未使用のコンテンツをシステムから継続的に消去することは、バックアップ処理が正常に実
行されるために十分なストレージを確保するために役立ちます。
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Cisco StadiumVision のアップグレード
このモジュールでは、次のトピックについて取り上げます。
•

ラボの準備のチェックリスト（51 ページ）

•

アップグレード前の準備のチェックリスト（52 ページ）

•

アップグレード チェックリスト（53 ページ）

•

アップグレード後のチェックリスト（54 ページ）

•

役割と責任（54 ページ）

•

リスクと移行プラン（55 ページ）

ラボの準備のチェックリスト
表 11. ラボの準備のチェックリスト
チェックボッ タスクの説明

アップグレードの実行に必要な知識を得るために、トレーニングに参加し、入手可能な製品
ドキュメントを参照します。を参照してください。
アップグレード演習用のラボまたはお客様のラボを予約し、インストール手順を確認します。
お客様からソフトウェア/キーを入手します。
その他のすべての関連ドキュメント（パッチの Readme、リリース ノート、機能ドキュメント
など）を参照します。Cisco.com にある製品ドキュメントについては、Cisco StadiumVision
製品シリーズのホームページを参照してください。
Cisco.com から適切なバージョンのソフトウェアを入手します。
ラボでのアップグレードを実行し、新しい手法（MOP）を開発するか、既存の MOP を修正し
ます。
今後のテスト/トレーニングのために、ラボを適切な基準まで戻します。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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アップグレード前の準備のチェックリスト
表 12. アップグレード前の準備のチェックリスト
チェックボック タスクの説明

Proof of Play レポートを生成します。
Cisco StadiumVision Director のアップグレード後少なくとも 5 日間はイベントがスケジュー
ル設定されていないことを確認します。
アップグレードの少なくとも 2 週間前にシスコに通知します。
アップグレードの 2 週間前にイベント マネージャ（EM）に通知します。
建物へのアクセス、DC アクセス、現場で作業できる時間（時間外のセキュリティの問題、
「建物が午後 8 時に消灯する」電源の問題など）、インターネット アクセス（ワイヤレスまた
は LAN）クレデンシャルといった情報についてお客様と確認します。
開催地周辺のキー カード バッジへのアクセスを確認します。
オフサイト サポートの VPN アクセスを確認します。
すべてのメディアの受け取りを確認するとともに、メディアとキーが正しいことを確認します。
すべてのオープン チケットのリストを確認し、クローズされることが予期されるチケットをメモ
します。
製品/プロセスに関する既知の問題のリストを確認し、開催地への影響を検討します。
アップグレードやカスタマー アカウントの経験がある他のチーム メンバーに相談します。
アップグレード前のシステム ソフトウェア 監査とハードウェア アセスメントを実行して、文書
化します。
ガイドを使用して、すべてのソフトウェア製品の依存関係（ハードウェア、インストール シーケ
ンス、前提条件）を確認し、それに従ってアップグレードを計画します。
開催地のカスタマイズを確認するとともに、上書きを防止するために、アップグレード中また
はアップグレード後の影響/必要な修正について検討します。
カスタム アプリケーションを使用する場合は、アップグレードされたシステムでアプリ
ケーションが引き続き動作することを確認します。
以下を含む MOP を開発し、お客様の承認を得ます。
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•

アップグレード プロセス/計画の概要、スケジュール、役割と責任。

•

アップグレード前のシステムの準備、パフォーマンス ベンチマーク テスト、デポの名前/場所。

•

関連する既知の不具合、システムへのすべての影響（アップグレード プロセス、パフォーマンス、新機能など）。

•

全体的なシステム ダウンタイム（使用不可）の予測。

•

段階的な手順と推定時間（「安全な停止」ポイントを含む SBC 用）。

•

製品とパッチのすべてのドキュメント（Readme 、リリース ノートなど）。

•

ソフトウェア監査とお客様のネットワーク/設置面積情報。

•

新しい機能、チケット クローズ、システムの操作性に関するアップグレード後のテスト（お客様固有のテスト
を含む）。
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チェックボック タスクの説明
•

連絡先、エスカレーション、2 次連絡先。

•

リカバリ/ロールバック手順。

サービス契約の使用に関するお客様の認可を得てから、シスコ テクニカル サポートに
アップグレード日を通知して MOP のコピーを提供します。アップグレードのためにシステ
ム情報でプロアクティブ ケースをオープンします。
承認を得るためにお客様に最終的な MOP を提供し、お客様とともに確認します。
アップグレードの直前に、シスコ テクニカル サポートとともに、入手可能な最新のパッチ/
プロトコルと最新の問題を確認します。
アップグレード前のシステムの最終アセスメントを実行し、お客様と結果を確認します。

アップグレード チェックリスト
表 13. アップグレード チェックリスト
チェックボッ タスクの説明

ガイドに記載されているアップグレード プロセスに従ってアップグレードを実行します。計画の
すべての逸脱または変更が、MOP においてお客様/承認者によって検討され、文書化され、
署名されていることを確認します。
関係者（特にイベント マネージャ）にアップグレードの進捗状況、問題、アクションを通知します。
アップグレード中に発生したすべての問題、エラー メッセージ、問題について、シスコ テクニ
カル サポートにただちに連絡します。
アップグレード中に発生したすべての問題、エラー メッセージ、問題を文書化します。
測定のために、手順の各段階でかかった実際の時間を記録します。
MOP に記載されているすべてのテスト/検証を完了します。
すべてのテスト/検証を完了します。
リリース ノートの説明にしたがって、すべての新機能をお客様に紹介します。
すべてのオープン チケットをお客様とともにテストし、アップグレードによる影響を判断します。
すべての関連オープン チケットをテストし、アップグレードによる影響を判断します。
アップグレード後のハードウェア アセスメントとソフトウェア監査を実行して、文書化します。
アップグレード後のハードウェア アセスメントとソフトウェア監査を実行します。
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アップグレード後のチェックリスト
表 14. アップグレード後のチェックリスト
チェックボッ タスクの説明

手順に従って、データ ソースの再展開、複合スクリプトの実行、Proof of Play レポートが機
能していることの確認、スイートの電話/iPad 制御の確認、ディスプレイの L 字表示の確
認、Cisco StadiumVision Director の健全性/プロセッサ/メモリ/ディスク/負荷のモニタ、
フェールオーバー/フェイルバックのテスト、バックアップのテストなどを行うことにより、アップ
グレードの成功を検証します。
『Cisco StadiumVision Director Software Installation and Upgrade Guide, Release 4.1』
ガイドまたは Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するインストール ガイドに記載さ
れているアップグレード後のチェックリストも参照してください。
サービスと製品に関するお客様のサインオフを要請します。
アップグレード後のソフトウェア監査をお客様とイベント マネージャに提供します。
アップグレードが完了したこととチケットをクローズできるかどうかをシスコ テクニカル サポー
トに通知します。
新しい問題に関してシスコ テクニカル サポートのチケットをオープンします。
アップグレードが成功したことをイベント マネージャに通知します。
古いソフトウェア/デポをシステムから削除し（承認後）、クリーン インストールされたデポが
1 つだけ存在することを確認します。
mlog を更新します。
アップグレード後 1 週間以内に、Cisco StadiumVision の運用マネージャに対して、完
成した MOP のコピーを送信し、MOP のレポートを転送し（文書化されていない場合）、
チェックリストをアップグレードします。

役割と責任
以下の説明に従い、表の例を参照して、役割を特定し、開催地での責任を割り当てます。
プライマリ タスク

Cisco Stadium Vision Director サーバ全体の

役割 A 役割 B 役割 C 役割 D 役割 E

S

A

C

C

R

役割 F

C

アップグレード
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•

R（Responsible、担当）：タスクを達成するために作業を行う人物。

•

A（Accountable、責任）：成果物またはタスクの完了に最終的な責任を持つ人物。また、
「R」にはこの人物に対する説明責任があり、この人物が「R」の行う作業を承認します。
プロセスの手順ごとに「A」が 1 人だけ存在する必要があります。

•

S（Supportive、支援）：「R」の作業を支援するために割り当てられる人材。

•

C（Consulted、相談）：意見を求められる人物。作業を完了するために必要な情報を持っ
ている可能性があります。

•

I（Informed、把握）：結果を通知される必要がある人物。相談を受ける必要はありません。

•

空白：上記のいずれにも該当しない固有の役割。

リスクと移行プラン
リスク

移行プラン

Cisco StadiumVision
Director のアップグレードがイ

•

ベントまでに完了しない。

•

指定期日を特定し、お客様に予想される事態を伝
え、その影響を把握できるようにします。
Cisco StadiumVision Director のアップグレードを
実行するための十分な時間（できるだけ多くの日
数）を確保し、悪影響を受ける可能性のあるイベント
の前に完了するようにします。

Cisco StadiumVision
Director のアップグレード

アップグレード手順を実行する前に、サービス契約の

プロセスで 1 つ以上の大きな

ニカル サポートに連絡します。

使用に関するお客様の認可を得て、常にシスコ テク

障害が発生した。
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トラブルシューティングとエスカレーション
このモジュールでは、Cisco StadiumVision Director、デジタル メディア プレーヤー
（DMP）、IP フォン、および Crestron の詳細なトラブルシューティング手順を示します。
このモジュールは、オペレータが Cisco StadiumVision についてトレーニングを受けており、
イベント スクリプトを作成および変更する知識があり、DMP、コントロール パネル/ダッシュ
ボード、IP フォン、および Crestron の基本操作に精通していることを前提としています。
このモジュールは、次のトピックで構成されています。
•

バックアップ タスクのトラブルシューティング（58 ページ）

•

Cisco StadiumVision Director のサービスごとのトラブルシューティング（58 ページ）

•

Crestron のトラブルシューティング（59 ページ）

•

ダッシュボード上のクリティカル状態の DMP のトラブルシューティング（59 ページ）

•

日次 DMP 健全性レポートのトラブルシューティング（60 ページ）

•

DMP のトラブルシューティング（61 ページ）

•

RSS フィード用の DNS サーバに関する問題のトラブルシューティング（62 ページ）

•

電話機上の消失した StadiumVision サービスのトラブルシューティング（62 ページ）

•

バックアップ/復元用の NTP のトラブルシューティング（63 ページ）

•

スクリプトのトラブルシューティング（64 ページ）

•

システム リソースのトラブルシューティング（65 ページ）

•

DMP での予期しないコンテンツ/アクションのトラブルシューティング（66 ページ）

•

Cisco DMP 4310G でのビデオ レイテンシのトラブルシューティング（67 ページ）

•

トラブルシューティング用のいくつかのログ ファイルとディレクトリ（67 ページ）

•

エスカレーション プロセス（69 ページ）

•

Smart Net の要件（70 ページ）
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バックアップ タスクのトラブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催日オペレータ（EDO）

毎日の Cisco StadiumVision Director のバックアップが機能しなくなった。

症状
毎日の Cisco StadiumVision Director バックアップが機能しなくなりました。

トラブルシューティング/解決策
1. 管理ダッシュボードで、[ツール（Tools）] > [詳細設定（Advanced）] > [スケジュール設定
されたタスク（Scheduled Tasks）] を選択し、スケジュール設定されたバックアップ
タスクが設定されていることを確認します。
2. 十分なディスク容量があることを確認します。
3. システム状態レポート ツールを使用して、すべてのログ レポートを保存します。
4. TUI を使用して Config サービスを再起動します。

エスカレーション
Config サービスを再起動しても問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートに連絡
し、ログを提供してください。
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Cisco StadiumVision Director のサービスごとの
トラブルシューティング
管理ダッシュボードを使用して、Cisco Stadium Vision Director のモニタ対象サービスのス
テータスを評価します。
「モニタ対象サービスに関する情報」（34 ページ）の表 8 に、Cisco StadiumVision Director
のすべてのモニタ対象サービスとそれらが制御する機能の説明が示されています。
テキスト ユーティリティ インターフェイス（TUI）の [サービス制御（Services Control）] メ
ニューを使用して、問題のあるサービスを停止および起動することができます。TUI の詳細
については、『Cisco StadiumVision Director Server Administration Guide』の「Cisco
StadiumVision Director Server Text Utility Interface」（または Cisco.com にある、ご使用
のリリースに対応するドキュメント）を参照してください。

Crestron のトラブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

StadiumVision 管理者

Crestron のチャネルが変わらない。

トラブルシューティング/解決策
1. 管理ダッシュボードから Get Status コマンドを実行して、障害が発生した DMP の Flash
テンプレート ステータスを表示します。
2. コントロール パネルでラグジュアリー スイートの設定を確認し、DMP が正しいコントロー
ラにマッピングされていることを確認します。
3. コントロール パネルで DMP デバイス タイプが「3rd Party」に設定されていることを確認
します。
4. コントロール パネルの論理 ID の順序を調べて、論理順序の間にギャップがないことを
確認します。
5. sv_dev_debug ログを使用して、Crestron コントローラからのトラフィックを grep します。
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エスカレーション
•

次の情報をシスコ テクニカル サポートに連絡します。
o

システム状態レポート

o

Cisco StadiumVision Director のバージョン

o

DMP ファームウェアのバージョン

ダッシュボード上のクリティカル状態の DMP のトラブ
ルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催日オペレータ
（EDO）

管理ダッシュボードにクリティカル状態の DMP が表示される。

トラブルシューティング/解決策
1. DMP が Cisco StadiumVision Director によって到達可能であることを確認します（ping
を使用）。
2. 管理ダッシュボードからクリティカル状態の DMP に関し て Get Status コマンドを実行し
ます（[DMP および TV の制御（DMP and TV Controls）] > [モニタリング（Monitoring）] >
[ステータスの取得（Get Status）]）。
3. （Cisco DMP 4310G のみ）Flash テンプレートがプッシュされていることを確認します。
プッシュされていない場合は、コントロール パネルからの Flash テンプレートをプッシュし
ます。ステージングが失敗する場合は、手順 3 に進みます。
4. （Cisco DMP 4310G のみ）DMP のグローバル MIB 準拠を確認します。非準拠 DMP
に関してグローバル MIB をプッシュし、DMP のポストステージングを手順 2 から手順 1
へと実行します。
5. （Cisco DMP 4310G のみ）初期 MIB 準拠を確認します。非準拠 DMP に関して初期
MIB をプッシュし、DMP のポストステージングを手順 3 から手順 1 へと実行します。
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6. サポートされている最新のファームウェアがインストールされていることを確認しま
す。管理ダッシュボードからファームウェアをアップグレードし、DMP のポストステー
ジングを手順 4 から手順 1 へと実行します。
7. 管理ダッシュボードから DMP をリセットし、DMP のポストステージングを手順 5 から
手順 1 へと実行します。
注：コマンドを繰り返し再実行しないでください。管理ダッシュボード
がジョブを完了するのを待ってから、各コマンドの間で Get Status
を実行してください。

エスカレーション
システム状態レポートをキャプチャし、Cisco StadiumVision Director および DMP ファー
ムウェアのバージョンとともにエスカレーションに送信してください。

日次 DMP 健全性レポートのトラブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催

既存の SMTP サーバがダウンしている、メンテナンス中である、またはその他の理由

日オペレータ

で使用できないために、代替 SMTP サーバにリダイレクトした後、電子メール通知に

（EDO）

失敗する。

トラブルシューティング/解決策
1. TUI を使用して SMTP サーバへの ping が可能であることを確認します。
2. SMTP サーバの IP アドレスが使用されていない場合は、DNS 設定を確認します。
3. 管理ダッシュボードから SMTP ホストの名前を変更したら、Cisco StadiumVision
Director が新しい SMTP ホスト名を取得するように、Config サービスを再起動する必
要があります。
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エスカレーション
システム状態レポートをキャプチャし、Cisco StadiumVision Director のバージョンととも
にシスコ テクニカル サポートに送信してください。
注：『Cisco StadiumVision Video Endpoint (DMP) Design and
Implementation Guide』のトラブルシューティングのセクションを参
照してください。

DMP のトラブルシューティング
•

DMP の動作の管理とトラブルシューティングについては、『Cisco StadiumVision
Director Operations Guide』（または Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応す
るドキュメント）も参照してください。

•

デバイス固有の展開およびトラブルシューティングについては、次を参照してください。
o

Cisco DMP 4310G：『Cisco StadiumVision Director Video Endpoint (DMP)
Design and Implementation Guide』を参照してください。

o

SV-4K：『Cisco StadiumVision SV-4K and DMP-2K Media Player Deployment
Guide』（または Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）を参
照してください。
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RSS フィード用の DNS サーバに関する問題のトラ
ブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

StadiumVision 管理者

RSS フィードが機能しなくなった。

トラブルシューティング/解決策
1. Cisco StadiumVision Director で DNS サーバが設定されていることを確認します。
2. ping を使用して、Cisco StadiumVision Director が DNS サーバに到達できることを確
認します。
3. wget を使用して、Cisco StadiumVision Director が RSS サーバに到達できることを確
認します（SNE TAC アカウントが必要な場合がある）。
4. RSS URL フィードに XML データが含まれていることを確認します。
5. Cisco StadiumVision Director リリースに付属の右ティッカー バージョンを使用します。
6. Cisco StadiumVision Director が RSS フィードを送信したことを確認するために、
TCPDump スナップショットの取得を試みます。

エスカレーション
次の情報をシスコ テクニカル サポートに連絡します。
•

Proof of Play レポート

•

システム状態レポート

•

イベント スクリプト名

•

Cisco StadiumVision Director ソフトウェアのバージョン

•

DMP ファームウェアのバージョン
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電話機上の消失した StadiumVision サービスのトラ
ブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

StadiumVision 管理者

電話機の「StadiumVision サービス」が消失した。

トラブルシューティング/解決策
1. この問題は、CUCM サーバがネットワーク上で使用できない場合に発生する可能性があり
ます。管理ダッシュボードを使用して。CUCM サーバが使用できることを確認します。ping
を実行してサーバの健全性を確認することもできます（SNE TAC アカウントが必要）。
2. Cisco StadiumVision Director レジストリに正しい CUCM クレデンシャルとファームウェ
ア バージョン番号があることを確認します。
重要：CUCM のバージョンに加えて、CUCM ファームウェアのバー
ジョンもあります。これらのバージョンは、同じものではありません。

3. 電話機が StadiumVision サービスに加入していることを確認します。
4. 電話機を再起動して、StadiumVision サービスを選択します。

エスカレーション
電話機が正しく設定されていることを確認するには、CUCM での詳細な調査が必要です。
詳細については、『Cisco StadiumVision Local Control Areas Design and
Implementation Guide』を参照してください。

バックアップ/復元用の NTP のトラブルシューティング
オーナー

StadiumVision 管理者

現場での発生した問題

バックアップ サーバでの手動復元に失敗した。

トラブルシューティング/解決策
1. プライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方でタイム ゾーンの設定を確認します。タイ
ム ゾーンが異なると、復元タスクが失敗する場合があります。
2. この問題を解決するには、TUI で NTP サーバを設定して、プライマリとセカンダリの
Cisco StadiumVision Director サーバのタイム ゾーンを同期させます。
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エスカレーション
次の情報を収集して、シスコ テクニカル サポートに送信してください。
•

Proof of Play

•

システム状態レポート

•

イベント スクリプト名

•

DMP ファームウェアのバージョン

PTP の動作のトラブルシューティング
オーナー

イベント開催日オペレータ（EDO）

現場での発生した問題

ローカル PNG が SV-4K デバイス間で同期されない。

StadiumVision 管理者

トラブルシューティング手順については、『Cisco StadiumVision Director Operations
Guide』の「Symptom: Local PNGs are not synchronized across SV-4K devices」（また
は Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）を参照してください。
オーナー

イベント開催日オペレータ（EDO）

現場での発生した問題

再生リストの項目が次のコンテンツ項目に進まない。

StadiumVision 管理者

トラブルシューティング手順については、『Cisco StadiumVision Director Operations
Guide』の「Symptom: Playlists do not advance to the next content item on the SV-4K」
（または Cisco.com にある、ご使用のリリースに対応するドキュメント）を参照してください。

スクリプトのトラブルシューティング
オーナー

イベント開催日オペレータ（EDO）
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現場での発生した問題

スクリプトがステージングでスタックする。
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トラブルシューティング/解決策
1. コントロール パネルでスクリプトが開始されていることを確認します。
2. コントロール パネルの表示を更新して、コントロール パネルがブラウザ セッションを失っ
ていないことを確認し、ステージングの実際の進捗状況を確認します。
3. ゲーム スクリプトを繰り返し再実行しないでください。
4. Cisco StadiumVision Director サーバが DNS サーバを使用して設定されている場合
は、DNS サーバが動作していることを確認します。
5. 上記の方法で解決しない場合は、システム状態レポート ツールを使用して、すべてのログ
レポートを保存します。次に、テキスト ユーティリティ インターフェイス（TUI）から Control
サービスを再起動します。

エスカレーション
Control サービスを再起動しても問題が解決しない場合は、シスコ テクニカル サポートに連
絡し、システム状態レポートを提供してください。

システム リソースのトラブルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催日オペ

Cisco StadiumVision Director コントロール パネル/管理ダッシュボードへの

レータ（EDO）

アクセスで遅延が発生する。

トラブルシューティング/解決策
1. CPU 使用率と、Cisco StadiumVision Director へのアクセスに使用したブラウザ
が動作している PC または MAC ラップトップで使用可能なすべての CPU リソー
スを確認します。
2. CPU のリソースが不足している場合は、ラップトップで多くのリソースを消費し
ている可能性のある他のアプリケーションを終了します。
3. ブラウザを閉じてから再び開き、コントロール パネルと管理ダッシュボードでパ
フォーマンスの改善が見られるか確認します。
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エスカレーション
問題が解決しない場合は、次の手順を実行します。
•

サーバ上のシステム状態レポート ツールを使用して、Java ヒープ ダンプ レポート
を取得します。

•

Cisco StadiumVision Director サービスの再起動します。

•

シスコ テクニカル サポートに連絡し、レポートを提供します。

DMP での予期しないコンテンツ/アクションのトラブ
ルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催日オペ

特定の DMP/DMP グループが、介入なしに正常な状態から逸脱

レータ（EDO）

する。

トラブルシューティング/解決策
1. Cisco StadiumVision Director バックアップ サーバでサービスが依然として実行され
ているかどうかを確認します。その結果、一部の DMP がそのサーバのコマンドに応
答する可能性があります。
2. Cisco StadiumVision Director バックアップ（セカンダリ）サーバで、Cisco StadiumVision
Director サービスを停止します。

エスカレーション
次の情報を収集して、シスコ テクニカル サポートに送信してください。
•

Proof of Play

•

システム状態レポート

•

イベント スクリプト名

•

Cisco StadiumVision Director のバージョン

•

DMP ファームウェアのバージョン
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Cisco DMP 4310G でのビデオ レイテンシのトラブ
ルシューティング
オーナー

現場での発生した問題

イベント開催日オペ

ビデオ非同期/Cisco StadiumVision Director のビデオ遅延設定に関する問題

レータ（EDO）

が発生する。

トラブルシューティング/解決策
1. この問題は、sigma.ptsTimer とともにビデオ レイテンシに関係しています。デフォルトで
は、sigma.ptsRange 設定が「3000200」に設定され、sigma.ptsTimer が 90 に設定され
ているため、ビデオ レイテンシがかなり低く設定されています。これらのジッター バッファ
値を管理ダッシュボードで設定する必要があります。
2. 管理ダッシュボードでジッター バッファ値を設定した後に、すべての DMP に関するグロー
バル MIB をプッシュします。
3. ゲーム スクリプトを開始します。
注：Cisco StadiumVision Director の後のリリースでは、ジッター
バッファ サイズが異なる可能性があります。

エスカレーション
次の情報を収集して、シスコ テクニカル サポートに送信してください。
•

DMP MIB 変数

•

Cisco StadiumVision Director のバージョン

•

DMP ファームウェアのバージョン

トラブルシューティング用のいくつかのログ ファイル
とディレクトリ
ログ ファイルには、テキスト ユーティリティ インターフェイス（TUI）の [トラブルシューティング
（Troubleshooting）] メニューからアクセスできます（図 22）。
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図 22. TUI のログ ファイル メニュー

表 15 は、トラブルシューティングで使用する可能性のあるログ ファイルの一部に記載され
ている場合がある情報の説明です。これらのログ ファイルの多くは、[SVD 設定（SVD
Config）]、[SVD 制御（SVD Control）]、[SVD ローカル制御（SVD Local Control）]、および
[SVD モニタ（SVD Monitor）] サブメニューにあります。
表 15. 一部のログ ファイルのある情報

ファイル名
catalina.out

このログ ファイルでキャプチャされる情報
servlet コンテナ コンソール出力。

sv_msg_

DMP への Cisco StadiumVision Director の制御メッセージ。

trace.log
sv_debug.log

あまり詳細ではない Cisco StadiumVision Director のコア処理。

sv_dev_

より詳細な Cisco StadiumVision Director のコア処理。

debug.log
sv_external.log

DMP 電話機などへの Cisco StadiumVision Director のアウトバウ
ンド メッセージ。

localhost_

HTTP サーバ アクセス ログ。

access_log
sv_rest_audit.log

REST コールを呼び出したユーザの監査トレース。

sv_rest_xml.log

要求/応答 XML メッセージ ペイロード。

sv_msg_mcast_

DMP へのマルチキャスト制御メッセージ。

trace.log
sv_system.log

Cisco StadiumVision Director の一般ログ（起動/停止、システム
メッセージ など）。

sv_ui.log

ユーザインターフェイス ログ。

© Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

69 / 71

その他の有用なログ ファイル
•

Web サーバ ログ

•

Proof of Play
データ ファイルは /var/sv/pofp/data/ にあります。
有用なファイル：
o

•

rawData.csv（DMP から受信された syslog の raw データ）

DMP ログ
o

syslog：管理ダッシュボードから DMP syslog のクエリを実行できます。

o

MIB：DMP 管理パネルにあります（クエリ文字列）。

エスカレーション プロセス
•

お客様とパートナーは、お客様の現在の Smart Net 契約番号のリストを持っている必要
があります。

•

重大度 1 および 2 の問題に関しては、電話でシスコ テクニカル サポートにお問い合わせ
ください。
米国/カナダ：800-553-2447
その他の地域の電話番号：
Cisco Worldwide Support の連絡先

•

重大度 3 および 4 の問題/質問に関しては、オンライン サービス リクエスト ツールでシス
コ テクニカル サポートにお問い合わせください。
サービス リクエスト ツール

•

オンライン ツールまたは電話でテクニカル サポートにお問い合わせになる場合は、以下
の情報が必要です。

•

o

連絡先番号

o

問題のあるアイテムのシリアル番号

Smart Net 契約がハードウェアとソフトウェアの両方の更新に対応していることを確認して
ください。

•
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必ず、お客様とともに、契約が失効しないように更新日に注意してください。
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重大度：
•

S1：ネットワークまたは環境がダウンし、ビジネスが重大な影響を受けます。シスコとお客
様は、問題を解決するために、24 時間体制で必要な人員を用意します。

•

S2：ネットワークまたは環境が著しく劣化しています。シスコとお客様は、問題を解決する
ために、通常の営業時間内またはイベント中に、フルタイムの人員を用意します。
注：可能であれば、Smart Net 契約者を通じて、S1 および S2 の
すべてのケースをオープンしてください。

Smart Net の要件
•

Smart Net 契約者は Cisco.com でプロファイルを設定する必要があります。その際、
イベント マネージャが、お客様のプロファイル設定をお手伝いできます。

•

Smart Net 契約では、サポートされるアイテムがシリアル番号によって示されます。

•

すべてのシスコ製品には、固有のシリアル番号（ハードウェアとソフトウェア）があります。

プロファイル
•

契約番号

•

製品シリアル番号

重要：サポート サービスを有効にするには、プロファイルで契約番
号が関連付けられている必要があります。
契約は Cisco Profile Manager を介して追加されます。
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