
 

このマニュアルについて
初版：2018 年 7 月 10 日

このガイドの対象読者は、シリーズ 2 およびシリーズ 3 デジタル メディア プレーヤー（DMP）および TVディスプレイの設置
と初期設定の両方を行う Cisco Vision 施設の設置担当者および管理者です。

（注）

シリーズ 2 = DMP-2K および SV-4K プレーヤー

シリーズ 3 = CV-HD および CV-UHD プレーヤー

マニュアルの変更履歴
表 1（7 ページ）は、このマニュアルの変更履歴を示しています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、以下の内容で構成されています。

表 1 変更履歴の表

日付 説明

2018 年 7 月 10 日 Cisco Vision Dynamic Signage Director リリース 6.1 の初版

章 説明

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メ
ディア プレーヤーを使用する前に
（11 ページ）

このモジュールでは、シリーズ 2 およびシリーズ 3 ハードウェア、
ソフトウェア機能、およびこれらのメディア プレーヤーを導入す
る前の重要な考慮事項に関する情報を含むワークフローの概要を
提供します。

対象者は、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プレーヤーの設
置および設定の責任者のほか、メディア プレーヤーの一般的な動
作に関心があるユーザです。

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メ
ディア プレーヤーの導入計画
（35 ページ）

このモジュールでは、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤーを実際に設置してプロビジョニングする前に、シリーズ 
2 およびシリーズ 3 の導入に関して検討および実施すべき点につ
いて説明します。

設置担当者、ネットワーク管理者、および Cisco Vision Dynamic 
Signage Director 管理者が対象です。

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディ
ア プレーヤーの導入（43 ページ）

このモジュールでは、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤーを導入するワークフローとタスクについて説明します。

Cisco Vision Dynamic Signage Director 管理者および設置担当者
が対象です。
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関連資料およびリソース

Cisco Vision 各種マニュアルの参照 URL
Cisco Vision 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 Cisco 
Vision のマニュアルを参照してください。

www.cisco.com/go/stadiumvisiondocs

リリース固有のドキュメント
 Cisco Vision Dynamic Signage Director Release 6.0 または 6.1 のリリース ノート

 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

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、stadiumvisiondocs@external.cisco.com にお問い合わせください。

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メ
ディア プレーヤーの導入の確認
（51 ページ）

このモジュールには、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤー導入時のスタートアップ シーケンスに関する情報が含
まれます。

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディ
ア プレーヤーのモニタリングとメン
テナンス（55 ページ）

このモジュールでは、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤーの動作をモニタリングおよびメンテナンスするワークフ
ローとタスクについて説明します。

Cisco Vision Dynamic Signage Director 管理者および設置担当者
が対象です。

シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディ
ア プレーヤーのトラブルシューティ
ング（59 ページ）

このモジュールでは、DMP ハードウェア、PTP 動作、およびビデオ 
ディスプレイの問題に関して、症状ごとのトラブルシューティン
グ手順を紹介します。RMA プロセスと DMP 診断 URL に関する情
報も含まれています。

付録 A：管理ダッシュボードのシリー
ズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤー向け DMP および TV 制御コ
マンド（65 ページ）

このモジュールでは、シリーズ 2 およびシリーズ 3 メディア プ
レーヤーでサポートされる管理ダッシュボードのコマンドについ
て要約します。

付録 B：シリーズ 2 およびシリーズ 3 
メディア プレーヤーのディスプレイ 
パラメータ（69 ページ）

このモジュールでは、TV ディスプレイと通信するためにシリーズ 
2 およびシリーズ 3 メディア プレーヤーでサポートされている
ディスプレイ パラメータの概要を示します。

付録 C：シリーズ 2 およびシリーズ 3 
メディア プレーヤーをサポートする
ように IOS DHCP サーバを設定する
（73 ページ）

このモジュールでは、Cisco IOS DHCP サーバに 1 つの DHCP ス
コープとオプション 60 およびオプション 43 を設定する例を示
します。

章 説明
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関連資料およびリソース
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記載されています。

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

『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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