
  
このマニュアルについて

このマニュアルは、Cisco Vision Director 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 Vision 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が、Cisco 
Vision Dynamic Signage Director 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。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

 Cisco Vision のための Cisco Creative サービス（7 ページ）

 Cisco Vision Dynamic Signage Director 資料の参照先 URL（7 ページ）

 マニュアルの変更履歴（8 ページ）

 ガイドの構成（8 ページ）

 関連資料およびリソース（8 ページ）

Cisco Vision のための Cisco Creative サービス
Cisco Vision 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）開催場所において際立った体験を提供します。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。

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。

詳細については、Cisco Creative サービス チームまたは地域のシスコのアカウント担当者にお問い合わせください。

Cisco Vision Dynamic Signage Director 資料の参照先 URL
Cisco Vision Dynamic Signage Director 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 で提供しているマニュアルを参照してください。

www.cisco.com/go/ciscovisiondocs
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マニュアルの変更履歴
マニュアルの変更履歴
表 1 に、初版後、このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

ガイドの構成
このマニュアルは、以下の内容で構成されています。

関連資料およびリソース

リリース固有のドキュメント
 Cisco Vision Dynamic Signage Director Release 6.2 のリリース ノート [英語]

 すべての Cisco Vision のマニュアルの一覧ページを参照するには次の URL に移動してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/tsd-products-support-series-home.html [英語]

表 1 マニュアルの変更履歴

日付 変更点

2019 年 7 月 26 日 リリース 6.2 の初版。

2018 年 11 月 16 日 X-Frame-Options、メモリの使用率、仮想メモリと最適化に関する情報を更新しました。

2018 年 9 月 6 日 ビデオをポートレート モードで使用する場合に HD 解像度の範囲内でのみスケーリングすること
について、注意事項を「縦方向モードの自動回転（59 ページ）」の項に追加しました。「Cisco Vision 
Dynamic Signage Director のコンテンツのガイドラインと仕様（59 ページ）」を参照してください。

2018 年 7 月 10 日 リリース 6.1 の初版。6.0 以降、次の更新を行いました。

 Daktronics 社製スコアボード コントローラの統合で NFL™ フットボールをサポートしました。

章 説明

コンテンツのサポートの概要 Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.2 ソフトウェアでサポートさ
れるイメージ、ビデオ、外部コンテンツ（URL）、ウィジェットなどのコンテンツにつ
いて説明します。

コンテンツの導入の概要 コンテンツのさまざまな表示要素について説明し、コンテンツを整理して施設の
制限に基づいて最適なエクスペリエンスを提供する方法について説明します。

ビデオ ウォールの計画 DMP ごとにユニークで関心を引く効果的なコンテンツとなるようにビデオ コン
テンツをスムーズに導入する方法について説明します。

画面テンプレートの仕様 全画面表示ビデオ、全画面表示グラフィックス、3 リージョン L ラッパー、全画面表
示デュアル ビデオなど、さまざまなタイプの画面テンプレートの仕様について説明
します。テンプレートをそのまま使用するか、または独自にカスタマイズします。

コンテンツのガイドラインおよび
仕様

コンテンツが最適に表示されるようにコンテンツの形式設定、配置、デザイン、サイ
ズ調整を行う方法に関するガイドラインを示します。

HMTL コンテンツの作成のガイドラ
イン

HTML5 コンテンツを作成して Cisco Vision Dynamic Signage Director のメディア 
プレーヤーで再生するための一般的なガイドラインについて説明します。
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps11274/tsd_products_support_series_home.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/video/stadiumvision/tsd-products-support-series-home.html
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関連資料およびリソース
Cisco Vision ドキュメントの通知
sv-doc-notify@external.cisco.com の電子メールエイリアスを登録することで、Cisco Vision ドキュメンテーションの新規
および変更情報をまとめたメールを定期的に受け取ることができます。

この通知サービスをご希望の場合は、ciscovisiondocs@external.cisco.com にお問い合わせください。

Cisco Vision ドキュメンテーション チームへの電子メールの連絡先情報
質問、提案、その他のフィードバックなどは、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお送りください。

Cisco 製品マニュアルの入手
他のシスコ製品マニュアルの入手方法については、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照し
てください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html [英語]

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使
用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シ
スコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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関連資料およびリソース
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