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パートナー様先で

anyone  anywhere  anytime

スクリプト化、カスタマイズ、試作、
お客様先、シスコオフィス、説明会、
イベント、確認と活用

多様な活用事例

すぐに利用可能
設定済み、多種多様な役割
任意の端末利用が可能

サポート

テスト/検証済み
24x5 電話、ウェブサポート

準備済みのスクリプト

バーチャル

シスコ社員＆パートナーがアクセス可能

ブラウザベース

他拠点からのアクセス

カスタマイズ可能

管理者権限

カスタマイズ、現地言語化、新規のスクリプト作成

保存、共有、再利用

http://dcloud.cisco.comdCloud : The Cisco demonstration Cloud

お客様先で

http://www.cisco.com/go/demo


Cisco dCloud
Ciscoを体感する

アクセス可能

お客様

パートナー様

シスコ

4つの拠点にある
データセンタから

利用可能

設定済み

テスト済み

ガイド & ビデオ

信頼

全アーキテクチャ

>160k セッション/年

24x5 サポート

dCloud プラットフォーム

自由に

カスタマイズ & 保存

共有

共同

加速する

学習する

展示する

体験する

IoEコラボレーション データセンター セキュリティ サービス
サービス

プロバイダー
エンタープライズ
ネットワーク

クラウド



デモ構築の裏に隠れているコストとは…

デモ

設置

予算確保

デモ実施場所
の準備

ソフトウェアとライセンスの取得

トラブルシュート

設定とスクリプト化

設備管理

トレーニング

… 開発コストの平均は、

おおよそUSD 150k/デモ

及び、増大する複雑性…

電源、空調、場所

操作上の即用性



デモ開発は、資金、要員などリソースを消費する…

“デモの拡大縮小は、デモのライフサイクルに

よって限定される、通常は、6ヶ月以上なく、ソ

リューションやテクノロジーの本質の変化によるも

のである”

“1つのデモ開発(平均)で、24人時以上が要求と

なる(すべての設備が整ったコラボレーションデモの

プロトタイプは、稼動するまでに3週間を費やす)”

costs

output

LRAC



セールス担当者には、より注力してほしい…

トレーニング

お客様に特化し

たシナリオ

デモのカスタマイ

ズ化

お客様＆

パートナー

様への教育

コンセプトの

証明

新たな技術の

学習

新たなテクノロジー

への準備

ローカルの

関連性



http://dcloud.cisco.com

 dCloud: dcloud.cisco.com

 Twitter: 
https://twitter.com/ciscodcloud

 サポート (英語のみ) : 

 電話: 1.800.GO-CISCO or 
1.408.853.1000 

 パートナー向け Web サポート: 
Support Net

dCloud demo ロードマップ
ダウンロードはこちら

各種リソース
日本語デモスクリプト
dcloudのトップページのHelp -> Localized Contents -> Cisco dCloud

content translated to Japanese

https://communities.cisco.com/docs/DOC-52558 (デモスクリプト)

https://communities.cisco.com/docs/DOC-63997 (ヘルプコンテンツ)

Cisco dCloudに関するQ&Aを以下のシスコサポートコミュニティにて、
日本語で受け付けております。

https://supportforums.cisco.com/ja/community/12255886/systemsengineering

dCloudがサポートしているエンドポイントルータ一覧

https://dcloud-cms.cisco.com/help/supported-routers-and-endpoints-japanese

http://dcloud.cisco.com/
http://dcloud.cisco.com/
https://twitter.com/ciscodcloud
http://tools.cisco.com/elearning/faqnet/faq/jsp/private/faqcontroller.jsp?action=alliance&module=ADMIN&appid=16862&elmtid=0
https://dcloud-cms.cisco.com/faqs/dcloud-roadmap
https://communities.cisco.com/docs/DOC-52558
https://communities.cisco.com/docs/DOC-63997
https://supportforums.cisco.com/ja/community/12255886/systemsengineering
https://dcloud-cms.cisco.com/help/supported-routers-and-endpoints-japanese


デモのご紹介

dCloud コラボレーション
シスコシステムズ合同会社 コラボレーションアーキテクチャ事業
テクニカルソリューションズアーキテクト
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1. dCloud デモシナリオ起動

2. dCloud 概要紹介

3. dCloud Webポータル使い方

4. dCloud デモシナリオ操作

アジェンダ



dCloud デモシナリオ起動



• Firefox を起動

• http://dcloud.cisco.com にアクセス

dCloud にアクセス

http://dcloud.cisco.com


Cisco.com ログイン
Login 

をクリック



Cisco.com アカウントでログイン

1.ユーザ名

2.パスワード



dCloud デモへのアクセス
Home

をクリック



Incorporate Video Into Meetings 11.0 v1

1.Collaboration を展開

2.More/Infor

mation

https://dcloud-sng-web-1.cisco.com/dCloud/demoInfo.jsp?d=64101


シナリオが翻訳さ
れている場合

デモの簡単な説
明

Schedule



翻訳コンテンツ
https://communities.cisco.com/docs/DOC-52558



デモのスケジュール

1.Now をクリック

2.Next を
クリック



デモのスケジュール
1.Training/Lab/Certificat

ion

2.Not 

Applicable

3.Checking から
Next に変わるのを

待つ



• デモスケジュール

• 最大5日間の予約が可能

• 最大5つ同時に起動が可能

• ラボがスタートしてからサーバ類が起動

• コラボレーション製品の場合30分は余裕を見る必要あり

• Checking : データセンターないのキャパシティをチェック

デモスケジュール Tips



デモのスケジュール

Next をクリック



デモのスケジュール

Schedule をクリック



デモの起動



アジェンダ

1. Cisco dCloud概要

• dCloudとは？

• dCloudの利点

2. Cisco dCloud ロードマップ

• デモスクリプト日本語化

• データセンターの状況



Cisco dCloud 概要



PC とインターネットアクセスで様々なアーキテク
チャのシスコの製品やソリューションのデモを実
施できます。



世界中のパートナーとシスコ社員が Cisco 
dCloud を利用しています。



Cisco dCloud導入の利点

このような作業に時間を
お使いではないですか？

dCloud で以下のことにより多くの時間
をお使いいただけます

ダウンロード

ラックマウント

予算確保

配線作業
DLP

設定

返品作業

インストール トラブル
シューティング

新技術の習得

市場の
ニーズ調査

デモカスタマイズ

POC

ソリューション検証

顧客向け
シナリオの作成

トレーニング受講



dCloud: シスコデモクラウド

お客様先, シスコ社内
打ち合わせ, イベント

様々な用途

サポート
検証済み

24x5 電話, ウェブサポート
ライブチャット

用意済みのスクリプト
すぐに利用可能

設定済み
任意の端末利用が可能

バーチャル
パートナー & シスコ社員が
アクセス可能
ブラウザベース
同時複数セッション可能

カスタマイズ
管理者権限
カスタマイズ, ローカライズ, 
新規のスクリプト作成
保存, 共有, 再利用

dCloud 

Data Centers
Americas, 

APJC, EMEAR



dCloud は各ニーズに対応

• パートナーとシスコ社員向け

• デモスクリプトの用意

• カスタマイズ, ローカライズ, 共有
可能

• 任意の端末利用が可能

• BYOD: Bring Your Own Devices

As Easy As… As Complicate As…

dCloud 

Data Centers
Americas, 

APJC, EMEAR

• バーチャルデスクトップ

• PC 上のローカルクライアン
ト

• デモルームの構築

• ローカルのサーバ追加

• 様々な利用用途



積極的に翻訳しています！



各種リソース

Twitter: 
@ciscodcloud

翻訳コンテンツ
dCloud: 

dCloud.cisco.com

https://twitter.com/ciscodcloud


My Dashboard

My Demonstrations

を閉じる



• Web経由のリモートデスクトップ

• Mobile and Remote Access (Collab Edge)

• dCloud Router = IOS VPN

• Cisco 800 シリーズ

• Cisco 1800 シリーズ

• Cisco 1900 シリーズ

• Cisco 2911

• Cisco AnyConnect

• ブラウザ

• リモートデスクトップクライアント

デモへのアクセス方法



Wimax/LTE Routers

クレードルによる
有線アップリンク



Home





• Cisco Collaboration 10.5 v1 - Transform Work with Collaboration

• 基本となるコラボレーションデモ

• ゲストレベルでも利用可能

• Cisco Collaboration 11.0 v1 - Featuring Collaboration Edge 
Technology

• ACANOを含むCollab 11.0 デモ

• 電話・ビデオ端末をExpressway経由で接続

• 翻訳中

• Cisco Collaboration Solutions: Business Video Experience 11.0 v1 

• Video 接続デモ。MRAによる登録、B2B機能あり

Collaboration
- 全部入りBasicデモ



• Extend Telephony with Video 11.0 v1 

• Jabber Guestによる外部接続

• Incorporate Video Into Meetings 11.0 v1 

• オンプレミスビデオブリッジのJabberからの呼び出し

• Consolidate Communications Infrastructure 11.0 v1

• Jabber / DXによる統合コミュニケーション

• Enable Meetings with Remote Attendees 11.0 v1

• WebExでの外部とのミーティング

• Support TeleWorkers and Branch Offices 11.0 v1 

• Extension Mobility/Jabber - Extended and Connect

Collaboration
- 目的別デモ



• Cisco Collaboration Specialist Training - CMR and Endpoints 11.x 
v1.1

• Cisco Collaboration Specialist Training - Jabber 11.x v1

• Cisco Preferred Architecture for Enterprise Collaboration 10.6 v1 

• Cisco Preferred Architecture for Video 10.6 v1 

• Cisco Preferred Architecture for Midmarket Voice 10.5 v1 

• Cisco Prime Collaboration Deployment 10.0 Hands-On Lab v1 

Training & Labs
- 深いデザインを理解するための「ラボ」



• Cisco Collaboration Identity Foundation SSO Lab - OpenAM v1

• Cisco Collaboration Identity Foundation SSO Lab - PingFederate v1 

• Cisco Collaboration Identity Foundation SSO Lab - AD FS 2.0 v1 

Training & Labs
- 深いデザインを理解するための「ラボ」



• Help Desk Using Cisco Unified Contact Center Express Lab 10.6 v1

Training & Labs
- 深いデザインを理解するための「ラボ」





日本語化



• Cisco Unified Communications Manager

• [System]-[Enterprise Parameters]

• Default Network Locale : Japan

• Default User Locale : Japanese Japan

IP Phoneの日本語化



• User Management > Self-Provisioning

セルフプロビジョニング機能 IVR日本語化



• Internet Explorer 

• Tools – Internet Options 

• Language: Japaneseを追加し最優先言語に

Cisco Unified CM 管理・セルフケアポータル
日本語化



• Start > Control Panel

• Region and Languages

• Format: Japanese (Japan) 

Jabber for Windows



• Start > Control Panel

• Region and Languages

• Keyboard and Languages

日本語入力



• AD1 にログイン

• Start > Administrative Tools

• Active Directory Users and Computers 

• Display Nameを変更

デモアカウントの日本語名化




