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概要

この資料に Cisco Digital Content Manager （DCM）でデジタル ビデオ ブロードキャスト
（DVB） simulcrypt を解決する方法をスクランブルします記述されています。

背景説明

密なレシーバ 復調装置（DRD）カードの Cisco DCM にスクランブルする基本的な相互運用可能
なシステム スクランブリング（BISS）をスクランブルする機能がスクランブルする DVB
simulcrypt あり。 条件付き アクセス モジュール（CAM）に必須表、transportstream （TS）また
はサービス、資格賦与コントロールメッセージ（ECM）および資格賦与マネージメントメッセー
ジ（EMM）を送信 する Cisco DCM はホストです。 追加 Cisco DCM はサービスまたは基本的な
ストリームのデスクランブリングを開始し、停止する GUI です。

Settings

トランスポート ストリームかサービスを渡して下さい

作る重要なデシジョンは CAM に TS かサービスを渡すためにかどうかです。 TS を渡すことを推
奨します。 しかし異なるトランスポンダからのサービスを混合したいと思えば CAM にサービス
を渡す必要があるかもしれません。



違いとは何か。

CAM に TS を渡して下さい: 完全な TS は渡されます、つまりすべての表、基本的なストリーム
、EMM および ECM コンポーネントが CAM に提供されることを意味します。

CAM にサービスを渡して下さい: DCM はサービスをスクランブルするため必要であるいくつか
の表を渡し、TS から ECM をフィルタリングします。 EMM は CAM に手動で通じなければなり
ません。

推奨事項： TS を渡して下さい。

CAM クエリは有効または無効になります

Cisco DCM および CAM はクエリの使用と互いに伝えます。 いくつかの機会では、失敗か CAM
をスクランブルするために初期化されないそれが導くこの通信（遅らせられた返事、返事無し
）においての問題があるかもしれません。 クエリは settopbox に取り組むとき必要となってが役
立ちます。

Cisco DCM はクエリをディセーブルにするために可能性を提供します。 これを unflag CAM 設定
ページの Conditional Access （CA; 条件付きアクセス） プログラム マップ テーブル（PMT）ク
エリー達成します。

CA リスト 管理型

CA リスト管理 タイプ設定は CA_PMT が CAM に送られる方法を設定するために使用されます。

すべてを提供します CAM にスクランブルされる必要があるサービスの完全なリストをアップデ
ートして下さい。

/削除送信だけアクティブになることを/無効になる必要があるサービスのための情報追加して下さ



い。

推奨事項： 完全なリストを送信 したら、によりまた CAM は既にスクランブルされたサービスお
よび原因グリッチを再起動しますかもしれませんので追加して下さい/削除。 CAM が CA_list を
必要とするので、CAM を使用する前にこれらの設定を確認する必要があります。

CAM 失敗のリセット

それはスクランブリング失敗があるとき DCM によって CAM をリセットする possilbe です。 こ
れはイネーブルによって失敗のリセットすることができます。

デスクランブリングが成功するかどうかチェックする Cisco DCM のために、それは MPEG ヘッ
ダをチェックし、デスクランブリングの後でパケット化された基本的なストリーム（PES）ヘッ
ダをチェックします。 TS パケットのスクランブリング ビットはチェックされます。 ビデオおよ
びオーディオ パケット識別（PID 有効な PES ヘッダがあるかどうか）に関しては、DCM チェッ
ク。 

このステータスは（MPEG フラグおよび PES ヘッダ）各秒チェックされます。 6 つの連続した
エラーがあるとき、それはデスクランブリング エラーとみなされます。 DCM はデスクランブリ
ング失敗を検知するとき、CAM にその失敗から回復 することを試みるためにそのサービスのた
めの CA PMT を送り直します。 

そのリカバリー メカニズムがはたらかないし、DCM が CAM のすべてのサービスのためのデス
クランブリング エラーを検出する、CAM 失敗とみなされます。 CAM が自動的にエラー（DCM
設定）の場合にはリセットするために設定される時 DCM は CAM をリセットします。

トラブルシューティング

確認

これらの項目は問題をスクランブルすることを持っているかどうか確認して役立つかもしれませ
ん。

CAM は DVB simulcrypt CAM ですか。

注: よくあるインターフェイスは + 専門レシーバによって（CI+）モジュール サポートされま
せん。

●

使用する CAM の制限とは何か。

各 CAM にスクランブルできる ECM、基本的なストリームおよびサービスの量の制限があり
ます。 ほとんどの製造業者にコンシューマー CAM および専門 CAM があります。

●

プロバイダはどんな CAM を推奨し、提供しますか。

公式のおよび確認された CAM を受け取るためにプロバイダに連絡して下さい。

●



CAM はどんなファームウェアの版/ソフトウェア実行し、最新の CAM バージョンは何ありま
すか。

バージョンを検出することができない場合この情報を見つけるのを助けるように Ciscoサポ
ートに連絡できます。 （CAM がこの情報を提供すれば） Cisco DCM 人間-機械インタフェ
ース（MMI）は CAM のバージョンを取得するために使用することができます。

●

CA システム ID はサービス/基本的な PID をスクランブルするために使用される CA システム
ID を一致するか。

CAM GUI で述べられる CA システム ID と ECMs の CA システム ID を比較して下さい。

●

トラブルシューティングのためのログを取得して下さい

デスクランブリング問題をデバッグしてトラブルシューティングを行う必要があれば CI デバッグ
を有効に し、必要な情報を収集することは必要です。

必要とされる情報

CA システム ID●

CAM 製造業者●

サービスのプロバイダ●

CAM バージョン●

カードの詳細●

スクランブルする基本的なストリーム/サービスの量●

I/O カード CAM がある●

CAM スロット 番号●

壊れるサービスのサービスID●

壊れるサービスの基本的なストリーム PID●

失敗の時●

Cisco DCM ログ●

ログを収集して下さい

CAM をリブートして下さい。 CAM 設定 ページのまたは CAM の再置を用いる CAM を再起
動できます。

1.

失敗が直面する前に、失敗する CAM が含まれている I/O カードの CI デバッグを有効に し
て下さい。

助けるべきナビゲート > トレース:

2.



   

CI デバッグを有効に し、ドロップダウン リストの[Minor]を選択して下さい:

問題が発生するときログを収集して下さい。 Cisco DCM からログを取得して下さい。

注: 問題がそれでもアクティブなとき、XML データを含むログを含んで下さい。

3.

デスクランブリングを回復 することを試みて下さい:

デスクランブリングを停止し、再起動して下さい。GUI の CAM をリセットして下さい。
CAM のマニュアルリセットを行って下さい。

4.

サービス リクエストを入れ、ログおよび情報を提供して下さい。5.
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