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マルチフレックス ト ランク専用エコー キャンセル 
モジュール
一般

Q. 発表された新しいモジュールは、 どのよ うなものですか。

A. 表 1 に示す 2 つのマルチフレッ クス  ト ランク専用エコー キャンセル モジュール （MFT ECAN） が発表されました。

表 1 新しい Cisco MFT ECAN モジュール

Q. このモジュールを搭載するためのスロ ッ トは、 どの Voice/WAN Interface Card （VWIC; 音声/WAN インターフェイス  カー

ド） にあ り ますか。 各カードには、 通常はどのモジュールが使用されますか。

A. 第 2 世代 1 ポートおよび 2 ポート  T1/E1 マルチフレッ クス  ト ランク  VWIC2 （MFT VWIC2） には、 ECAN モジュール専用

のスロ ッ トがあ り ます。 表 2 に、 MFT VWIC2 と推奨 ECAN モジュールを示します。

表 2 推奨 ECAN モジュール

注 ：

• 2 ポート  MFT VWIC2 に 32 チャネル MFT ECAN モジュールを取り付けるこ とはできます。 ただし、 エコー キャンセレー

シ ョ ン機能をすべての音声チャネルで同時に使用するこ とはできません。

• 1 ポート  MFT VWIC2 に 64 チャネル MFT ECAN モジュールを取り付けるこ とはできます。ただし、余分のエコー キャンセ

レーシ ョ ン チャネルは使用されません。 MFT VWIC2 のポートのうち、 モジュールに直接接続されているポートのみが、 モ

ジュールの機能を利用できます。

Q. 64 ms のエコー キャンセラ  カバレッジでは不十分な、 要件の厳しいネッ ト ワーク環境には、 どのよ うなエコー キャンセ

レーシ ョ ン ソ リ ューシ ョ ンが推奨されますか。

A. ECAN モジュールには、 ITU-T G.168 ECAN 拡張機能を実行する専用ハードウェア リ ソースがあ り、 最大 128 ms のテール

長のほか、 CLI によってさまざまな設定ができます。 このオプシ ョ ンのドーター カードを、 第 2 世代 T1/E1 MFT VWIC2 に搭

載するこ とで、 要件の厳しいネッ ト ワーク環境でも安定したエコー キャンセレーシ ョ ン パフォーマンスを実現します。

製品番号 説明

EC-MFT-32 32 チャネル MFT ECAN モジュール

EC-MFT-64 64 チャネル MFT ECAN モジュール

製品番号 製品の説明 推奨 ECAN モジュール

VWIC2-1MFT-T1/E1 1 ポート  T1/E1 マルチフレックス ト ランク音声/WAN インターフェイス カード EC-MFT-32

VWIC2-2MFT-T1/E1 2 ポート  T1/E1 マルチフレックス ト ランク音声/WAN インターフェイス カード EC-MFT-64

VWIC2-1MFT-G703 1 ポート  G.703 マルチフレックス ト ランク音声/WAN インターフェイス カード EC-MFT-32

VWIC2-2MFT-G703 2 ポート  G.703 マルチフレックス ト ランク音声/WAN インターフェイス カード EC-MFT-64
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Q. エコー キャンセラ  ソフ ト ウェア機能が、 MFT ECAN モジュールで実行される場合と、 Packet Voice DSP Module （PVDM）、

ネッ ト ワーク  モジュール、 または Advanced Integration Module （AIM） 上の Digital Signal Processor （DSP; デジタル信号プロセッ

サ） リ ソースを使って実行される場合では、 どのよ うな違いがあ り ますか。

A. PVDM2、アクセス  ルータのメ イン  ボードやネッ ト ワーク  モジュールに搭載されている  DSP、AIM にマウン ト された DSP、
および MFT ECAN モジュールのどれもが ITU-T G.168 ECAN 拡張機能をサポート しています。 ただし、 エコー キャンセラ  カ
バレッジを 128 ms に設定できるのは、 専用 ECAN モジュールのみです。 その他のプラ ッ ト フォームでのエコー キャンセラ  カ
バレッジは 64 ms までとな り ます。

Q. MFT ECAN モジュールをサポートするために必要な Cisco IOS® ソフ ト ウェアのバージ ョ ンはどれですか。また、どの Cisco
IOS ソフ ト ウェアのライセンスが必要ですか。

A. ITU-T G.168 ECAN 拡張機能を実行する  MFT ECAN モジュールは、 Cisco IOS ソフ ト ウェア リ リース  12.3(14)T からサポー

トが開始され、 Cisco IOS ソフ ト ウェア 12.4(1) メ インライン リ リースにてサポート されています。 データ  アプリ ケーシ ョ ンに

は少なく と も  IP Base フ ィーチャ  セッ ト  ライセンスが、音声アプリ ケーシ ョ ンには少なく と も  IP Voice フ ィーチャ  セッ ト  ライ

センスが必要です。

Q. MFT ECAN モジュールが特定の Voice over IP （VoIP） ネッ ト ワークで役立つかど うかは、どのよ うにすればわかり ますか。

A. MFT ECAN モジュールは、 いくつかの状況で役立つと判断できます。 まず、 一部のコールでのみエコーが発生する場合で

す。 この場合、 その他のコールでは、 64 ms のエコー キャンセラ  カバレッジで対処できています。 エコーが発生しているコー

ルは、 長距離電話や一部の電話番号へのコールなどである可能性があ り ます。 また、 エコー キャンセレーシ ョ ン機能を使用し

ているかど うかに関係なく、 同様のエコーが発生する場合にも有効です。

Q. エコー キャンセラの詳細と調整方法についての情報は、 どこにあ り ますか。

A. ホワイ ト  ペーパー 『Echo Analysis for Voice over IP』 （英語） には、 エコー キャンセレーシ ョ ン コンポーネン ト、 動作、 動

作の確認、 ケース  スタディなど、 エコーの包括的な概要が記載されています。 下記の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk652/tk701/technologies_white_paper09186a00800d6b68.shtml
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