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概要

Cisco TelePresence 製品をお選びいただきありがとうございます。
お使いのシスコ製品は、長年にわたり安全かつ信頼できる操作を行えるよ
う設計されています。
製品マニュアルのこの部分は、Cisco Unified CM で TelePresence エ
ンドポイントを設定する管理者を対象としています。
このガイドの主な目的は、ユーザの目標とニーズに対応することです。こ
のガイドについてのご意見、ご感想をお聞かせください。フィードバック
のページに進むには、ここをクリックしてください。
定期的にシスコの Web サイトにアクセスし、このガイドの最新版を入手
することを推奨します。参照先：
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

本ガイドの使用方法
本書上部のメニュー バーと目次の各項目には、すべてハイパーリンクが設
定されています。クリックすると、そのトピックに移動します。
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1章
概要
この章では、Cisco Unified Communications Manager および
TelePresence エンドポイントの設定を開始する前に理解しておくべ
き重要な概要について説明します。
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概要
このマニュアルでは、Cisco Unified CM（CUCM）に Cisco TelePresence
エンドポイント（C, EX, MX, SX, および Profile シリーズ）を登録するのに
必要なタスクについて説明します。
このマニュアルで参照するソフトウェア バージョンは、エンドポイントおよび
CUCM 9.1.1 用の TC6.1 です。このガイドで説明するすべての機能をサ
ポートするには、最新のソフトウェア バージョンを使用することを推奨します。
ほとんどの設定は CUCM 8.6.2 にも適用されますが、メニューによっては、
CUCM の新しいバージョンで変更されています。

前提条件

以前 TMS に使用していたエンドポイントについて

このガイドのユーザは、Cisco Unified CM と Cisco TelePresence エン
ドポイントのユーザ インターフェイスの基本をよく理解していると想定されて
います。

以前エンドポイントを Cisco TelePresence Management Suite（TMS）
で使用したことがある場合、そのエイドポイントが TMS から削除されている
ことを確認します。

CUCM の設定について

エンドポイントの初期設定へのリセットについて

このドキュメントは、ボイスメールや転送などの CUCM 設定については説明
していません。ユーザ マニュアルを参照してください。
Cisco Unified Communications Manager（CallManager）

エンドポイントの設定について
このマニュアルでは、ユーザ アカウント、ネットワーク構成、日時など、エン
ドポイントの基本設定については説明していません。ユーザ マニュアルを参
照してください。
Cisco TelePresence Video Systems Getting Started Guide

ほとんどの場合、エンドポイントの初期設定へのリセットは、Cisco Unified
CM にプロビジョニングする前は必要ではありません。ただし、場合によっ
ては、プロビジョニングする前にエンドポイントを初期設定へリセットするこ
とが推奨されます。

•

システムを Cisco TelePresence Management Suite（TMS）また
は類似したシステムに使用した場合。

•

システムを他のユーザに再展開する場合。

•

セキュリティ設定を変更する場合。

•

システムを別のセキュリティ環境に移行する場合。

初期設定へのリセットについては、付録セクションで説明します。35 ペー
ジの「TelePresence エンドポイントの初期設定へのリセット」を参照して
ください。

デバイス パッケージについて
Cisco Unified CM デバイス パッケージは、Cisco TelePresence エンド
ポイント（C、EX、MX、SX および Profile シリーズ）のデバイス設定機
能を搭載しています。
このガイドでは、Cisco Unified CM デバイス パッケージ 9.1.1
の値およびパラメータが反映されます。

Cisco Unified CM デバイス パッケージ 9.1.1 はシスコの Web サイト
からダ ウンロ ード 可 能 です。 参 照 先：http://software.cisco.com/
download/type.html?mdfid=284510097&flowid=37562
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ソフトウェア バージョンについて
設定を開始する前に、エンドポイントおよび Cisco Unified CM に正しいソ
フトウェアがインストールされているか、また、CUCM に正しいデバイス パッ
ケージがインストールされているか確認します（詳細については、前のペー
ジを参照してください）。

Cisco Unified CM バージョン 8.6.1.10000-43 以降

CTS Manager の CTI モニタリング サポート

サ ポ ートされているエンドポイント：MX200、EX シリーズ（EX90、
EX60）、Quick Set C20、Codec C シリーズ（C90、C60、C40）、お
よび Codec C シリーズを使用する Profile。

お客様が必要とする CTS Manager の CTI モニタリング サポートを有効に
するには、以下が必要です。

Cisco Unified CM バージョン 8.6.2 以降
サポートされているエンドポイント：SX20 Quick Set、MX シリーズ
（MX300、MX200）、EX シリーズ（EX90、EX60）、Quick Set C20、
Codec C シリーズ（C90、C60、C40）、および Codec C シリーズを使
用する Profile。

•

Cisco Unified CM バージョン 8.6.2 以降。

•

Cisco TelePresence Multipoint Switch（CTMS 1.8 以降）。

•

Cisco TelePresence Manager（CTS-MAN 1.8 以降）。

C20 のオプション パッケージ
C20 が CTMS と相互運用するには、高品位解像度オプションが必要です。

Cisco Unified CM バージョン 8.6.2.21020 以降

役立つリンク

8.6.2.21020 より前のバージョンを使 用している場 合は、MX300 と
SX20 をサポートするために、2011 年 12 月以降の Cisco Unified CM

ロード：

デバイス パックが必要です。

TelePresence エンドポイントのユーザ マニュアルとソフトウェアのダウン

http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

Cisco TelePresence TC 5.0 以降
サポートされているエンドポイント：MX シリーズ（MX300, MX200）、EX
シリーズ（EX90, EX60）、Quick Set C20）、Codec C シリーズ（C90、
C60、C40）、および Codec C シリーズを使用する Profiles。

Cisco Unified CM のユーザ マニュアルとソフトウェアのダウンロード：
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/

tsd_products_support_series_home.html

シスコのサポートおよびソフトウェア ダウンロード ページ：

Cisco TelePresence TC 5.1 以降
サポートされているエンドポイント：SX20 Quick Set、MX シリーズ
（MX300、MX200）、EX シリーズ（EX90、EX60）、Quick Set C20、
Codec C シリーズ（C90、C60、C40）、および Codec C シリーズを使
用する Profile。
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3章
CUCM の設定
この章では、TelePresence エンドポイント用の Cisco Unified
Communications Manager の設定に必要な手順について説明し
ます。
必須

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

6

オプション

www.cisco.com ̶ Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[Cisco Unified Communication Manager] > [Cisco Unified CM Administration] の順に移動します。

Cisco Unified CM Administration

へのログイン方法

ブラウザを開き、Cisco Unified CM のホスト名または IP アドレスを入力し
たら、インストールされているアプリケーションのリストから [Cisco Unified
Communications Manager] を選択します。

1. [ ナビゲーション（Navitation）] ドロップダウン リストで [Cisco
Unified CM Administration] を選択してから、[ 移動（Go）] を選択
します。

2. ユーザ名 およびパスワード を入力し、[ ログイン（Login）] をクリック
します。

ヒント：最初のページをバイパスし、[Cisco Unified CM Administration]
ログイン ページ（このページに表示されるグラフィック）に直接移動できます：

• http://your-cm-server-name/ccmadmin
•

< IP アドレス >/ccmadmin

1

2

ユーザ名 およびパスワード を
入力し、[ ログイン（Login）]
をクリックします。

[ ナビゲーション
（Navitation）] ドロップダウ
ン リストで [Cisco Unified
CM Administration] を選択
してから、[ 移動（Go）] を
選択します。

必須

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

7

オプション

www.cisco.com ̶ Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

SIP プロファイルの作成

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）] の順に移動します。

テンプレートとして使用するプロファイルをコピーできます。

すべてのプロファイルをリストするには、[ 検索（Find）] をクリックします。
コピーしたいプロファイルを選択し、[ コピー（Copy）] を選択するか、[ 新
規追加（Add New）] をクリックして新しいプロファイルを追加します。こ
れによって [SIP プロファイル設定（SIP Profile Configuration）] ページ
が表示されます。

プロファイルを [ 新規追加（Add New）]、
または [ コピー（Copy）] し、[SIP プロファイル情報（SIP Profile Information）] セクショ
ンに移動します。

SIP プロファイル設定
[SIP プロファイル情報（SIP Profile Information）] セクションに移動します。
[ 名前（Name）]：プロファイルの名前を入力します。
[ アーリー オファーおよび再招待の SDP セッションレベル帯域幅修飾
子（SDP Session-level Bandwidth Modifier for Early Offer and
Re-invites）]：[TIAS] および [AS] に設定します。
[ アプリケーションによるリダイレクト（Redirect by Application）]：
チェックボックスをチェックし、有効にします。
[SIP 要 求 で 完 全 修 飾 ドメ イン 名 を 使 用（Use Fully Qualified
Domain Name in SIP Requests）]：チェックボックスをチェックし、
有効にします。

[ トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションに移
動します。

[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow
Presentation Sharing using BFCP）]：チェックボックスをチェックし、
有効にします。

終了したら、[ 保存（Save）] と [ 設定の適用（Apply Config）] をクリッ
クします。

[ トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションに移動します。

必須
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[ システム（System）] > [ セキュリティ（Security）] > [ 電話セキュリティ プロファイル（Phone Security Profile）] の順に移動します。

[ 電話セキュリティ プロファイルの検索 / 一覧表示（Find and List Phone Security Profile）] ページで [ 新規追加（Add
New）] をクリックします。

関連情報：

•

CUCM は混合モードで（クラスタ セキュリティ モード）セキュアな通
信を行うために使用する必要があります。

•

各エンドポイント タイプに対して 1 デバイス セキュリティ プロファイル
を定義する必要があります。

•

同じエンドポイント タイプに対して複数の認証モードを割り当てる場合
は、各モードで 1 プロファイルを定義する必要があります。

•

詳細については、『CUCM Security Guide』を参照してください。
 http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/

security/9_1_1/secugd/CUCM_BK_C0395F44_00_cucmsecurity-guide-91.html

非セキュア プロファイルについて
非セキュア エンドポイントは、定義済みの非セキュア プロファイルを使用し
ます。これが選択したオプションである場合、11 ページの「エンドポイン
トの手動登録」に進みます。

セキュアなプロファイルについて
セキュア デバイスを初めて設定する場合、定義済みの非セキュア プロファイ
ルをコピーし、テンプレートとして使用できます。ここでは、この方法を使用
します。

非セキュア プロファイル

プロファイルの保護

非セキュア エンドポイントは、定
義済みの非セキュア プロファイル
を使用します。処置は不要です。

初めてセキュア デバイスを登
録する場合は、定義済みの非
セキュア プロファイルをコピー
し、テンプレートとして使用し
ます。

[ 新規追加（Add New）] を選択し、[ 電話セキュリティ プロファイル（phone
security profile）] の TelePresence エンドポイントのタイプを選択します。
ページのコンテンツはほとんど同じですが、デフォルト値は異なる場合があり
ます。

必須
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[ システム（System）] > [ セキュリティ（Security）] > [ 電話セキュリティ プロファイル（Phone Security Profile）] の順に移動します。

[ 電話セキュリティ プロファイル情報（Phone Security Profile Information）] セクションに移動します。

セキュアな（暗号化済み）通信を使用する場合に限り適用できます。

[ 電 話 セ キ ュ リ テ ィ プ ロ フ ァ イ ル 情 報（Phone Security Profile
Information）] セクションに移動します。
[ 名前（Name）]：プロファイルの名前を入力します。
[ 説明（Description）]：プロファイルの説明を入力します。
[ デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）]：[ 暗号化
済（Encrypted）] に設定します。
[ 転送タイプ（Transport Type）]： [TLS] に設定します。
[ キー サイズ（Key-size）]：ドロップダウン リストから適切な値を選択
します。推奨されるキー サイズは 1024 です。

電話セキュリティ プロファイル CAPF 情報
セキュアな（暗号化済み）通信を使用する場合に限り適用できます。

[ 電話セキュリティ プロファイル CAPF 情報（Phone Security Profile
CAPF Information）] セクションに移動します。
[ 認証モード（Authentication Mode）]：ドロップダウン リストから適
切な値を選択します。
[Null ストリング（By Null String）]：証明機関プロキシ機能（CAPF）
プロセスが自動的に開始します。
これがデフォルト値です。

[ 電話セキュリティ プロファイル CAPF 情報（Phone Security Profile CAPF Information）] セクションに移動します。

[ 認証文字列による（By Authentication String）]： CAPF プロ
セスは正しい認証コードをエンドポイントから受信すると開始されま
す。
[ 既 存 の 証 明 書（LSC/MIC） の 優 先（By Existing Certificate
(precedence to LSC/MIC)）]：このオプションは、[ ローカルで有
効な証明書（LSC）
（Local Significant Certificates (LSC)）] がエ

ンドポイント上にすでに保存されている場合にのみ使用することができ
ます。つまり CAPF プロセスの最初の実行時には使用できません。

[ キー サイズ（Key-size）]：ドロップダウン リストから適切な値を選択
します。推奨されるキー サイズは 1024 です。
[ 保存（Save）] をクリックします。
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Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

エンドポイントの手動登録
TelePresence エンドポイントの手 動 登 録は、Cisco Unified
CM が混合モードに設定されている場合に必要です（クラスタ セ

キュリティ モード）。

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] の順に移動します。

[ 電話の検索と一覧表示（Find and List Phones）] ページで [ 新規追加（Add New）] をクリックします。

新しい電話（エンドポイント）の追加
新しい電話（エンドポイント）を追加するには、[ 新規追加（Add New）]
をクリックします。

[ 電話のタイプまたは電話テンプレートを使用して電話を作成（Create a
phone using the phone type or a phone template）] セクションに移

動します。

•

ドロップダウン リストから、登録する TelePresence エンドポイントの
タイプを選択します。

[ 次へ（Next）] をクリックします。
[ 電 話 のタイプまたは 電 話テンプレートを使 用して電 話を作 成（Create a phone using the phone type or a phone
template）] セクションに移動します。

必須
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
デバイス情報

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ デバイス情報（Device Information）] セクションに移動します。

[ デバイス情報（Device Information）] セクションに移動します。
[MAC アドレス（MAC Address）]： TelePresence エンドポイント
の MAC アドレスを入力します。形式：XXXXXXXXXXXX、12 文字、
16 進数値（0-9 および A ~ F）。
MAC アドレスを確認する方法についての詳細は、36 ページの「エン
ドポイントの MAC アドレスの確認」を参照してください。
[ デバイス プール（Device Pool）]：デバイス プールを選択します。
[ 電話ボタン テンプレート（Phone Button Template）]：電話ボタ
ン テンプレートを選択します。

プロトコル固有情報
[ プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションに移
動します。
[ デバイス セキュリティ プロファイル（Device Security Profile）]：

非セキュアな通信を使用している場合、製品に対してデフォルトの非セ
キュアな電話セキュリティ プロファイルを選択します。セキュアな（暗
号化された）通信を使用している場合は、以前定義した電話セキュリティ
プロファイルを選択します。

[ プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] セクションに移動します。

[SIP プロファイル（SIP Profile）]：以前定義した SIP プロファイルを
選択します。

次のページに続く…
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
証明機関プロキシ機能情報

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[CAPF の情報（Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information）] セクションに移動します。

次の場合にのみ適用可能 :

1. 初めてエンドポイントを登録する場合、およびエンドポイントがセキュアな
（暗号化された）通信に設定される場合。

2. エンドポイントを初期設定にリセットした後に登録する場合、およびエンド
ポイントがセキュアな（暗号化された）通信に設定される場合。

[CAPF の情報（Certification Authority Proxy Function (CAPF)
Information）] セクションに移動します。
[ 証明書の操作（Certificate Operation）]：セキュア プロファイルを
使用する場合は、[ インストール / アップグレード（Install/Upgrade）]

に設定します。エンドポイントを初めて登録するときにのみ必要です。エ
ンドポイントに証明書をダウンロードした後、この設定は自動的に [ 保
留中の操作なし（No pending Operation）] を再開します。

[ 認証モード（Authentication Mode）]：電話セキュリティ プロファイ
ルで使用されているものと同じ認証モードを選択します。
•

[ セキュアな（暗号化済み）通信（Secure (encrypted)
communication）]：以前定義した電話セキュリティ プロファイル

と同じ値を使用します。

•

[ 非セキュアな（暗号化なし）通信（Non-secure (unencrypted)
communication）]：非セキュア プロファイルと同じ値を使用しま

す。

[ キー サイズ（Key-size）]：以前定義した電話セキュリティ プロファ
イルと同じキー サイズを選択します。
•

[ セキュアな（暗号化済み）通信（Secure (encrypted)
communication）]：以前定義した電話セキュリティ プロファイル

と同じ値を使用します。

•

[ 非セキュアな（暗号化なし）通信（Non-secure (unencrypted)
communication）]：非セキュア プロファイルと同じ値を使用しま

す。

[ 操作の完了（Operation Completes By）]：日時が未来の日付と時

刻に設定されていることを確認します。過去の日時を設定すると、イン
ストールやアップグレードは実行されません。
次のページに続く…
必須
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Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

エンドポイントの手動登録
プロダクト固有の設定レイアウト

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration layout）] セクションに移動します。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration
layout）] セクションに移動します。
TMS（Cisco TelePresence Management Suite）または CTSMAN
（Cisco TelePresence Manager）に登録した場合、必要に応じてプロ
ダクト固有の設定レイアウトを設定します。
[ 会議室名（Exchange(R) から）（Room Name (from
Exchange(R))）]：これは Exchange 会議室名（Exchange
Conference Room Name）です。この TelePresence システム

が参加する会議をスケジュールするために使用します。この設定は、
Exchange で使用する電子メール アドレスと正確に一致させる必要が
あります。例：room123@example.com。最大長は 64 文字です。

[Web アクセス（Web Access）]：このパラメータは、デバイスが
Web ブラウザまたは他の HTTP クライアントからの接続を受け入れ
るかどうかを示します。デバイスの Web サーバ機能を無効にすると、
TelePresence システムの内部 Web ページや一部のサポート機能へ

のアクセスがブロックされますが、通常の動作には影響しません。デフォ
ルト値は [ 無効（Disabled）] です。注： この [Web アクセス（Web
Access）] 設定の変更を有効にするには、デバイスに対して [ 保存
（Save）] および [ リセット（RESET）] を実行する必要があります（[ リ
スタート（Restart）] や [ 設定の適用（Apply Config）] ではありま
せん）。

[SSH アクセス（SSH Access）]：このパラメータは、デバイスで
SSH 接続を受け入れるかどうかを指定します。デバイスの SSH サー

バ機能を無効にすると、ログ ファイルの収集などの特定のサポート機能
がブロックされますが、通常の操作には影響しません。デフォルト値は
[ 無効（Disabled）] です。

次のページに続く…

必須

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

14

オプション

www.cisco.com ̶ Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

エンドポイントの手動登録
プロダクト固有の設定レイアウト

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration layout）] セクションに移動します。

前ページから続く。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration
layout）] セクションに移動します。
TMS（Cisco TelePresence Management Suite）または CTSMAN
（Cisco TelePresence Manager）に登録した場合、必要に応じてプロ
ダクト固有の設定レイアウトを設定します。
[ 標準通信プロトコル（Default Call Protocol）]：このパラメータでは、
デバイスのデフォルトの通話プロトコルを設定します。Cisco Unified
このデバイスは SIP だけをサポートします。デフォ
CM に登録する場合、
ルト値は SIP です。
[ 品質向上サーバ（Quality Improvement Server）]：デバイスから
品質向上レポートを収集するリモート システムのホスト名または IP アド
レスを指定します。デフォルト値は「」（空）、最大長は 256 文字です。
[ マルチポイント モード（Multipoint Mode）]：組み込みの MultiSite
機能がないエンドポイントは、Cisco Unified CM のアドホック会議機
能を使用できます。

組み込みの MultiSite 機能を使用するには、[ エンドポイントの使
用（Use Endpoint）] を選択します。注： MultiSite 機能を持ち、
オプション キーがインストールされているエンドポイントに適用さ
れます。

Cisco Unified CM の会議ブリッジ（メディア リソース）機能を
使用するには、[ メディア リソース グループ リストの使用（Use
Media Resource Group List）] を選択します。これは、アドホッ
ク会議機能を有効にし、非 MultiSite エンドポイントに適用されま
す。
次のページに続く …
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
プロダクト固有の設定レイアウト

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration layout）] セクションに移動します。

前ページから続く。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product Specific Configuration
Layout）] セクション > [ 管理者のユーザ名とパスワード（Admin
username and password）] セクションに移動する :
Cisco TelePresence Manager を使用する場合に限り適用できます。

[ 管理者のユーザ名とパスワード（Admin username and
password）]：エンドポイントに設定する値に一致するようにユーザ名

とパスワードを設定します。

24 ページの「システム パスワードの設定」を参照してください。
注： CUCM に設定する管理者のユーザ名とパスワードはエンドポイン
トに設定するシステム パスワードと一致している必要があります。これ
は Cisco TelePresence Manager (CTS-MAN) がエンドポイントを
検出し、これに [ ワンボタン（One Button to Push）] スケジュール
を付与するために必要です。管理者のユーザ名とパスワードは、エンド
ポイントにプッシュされません。TC ソフトウェアが現在暗号化設定をサ
ポートしていないため、両サイドに設定する必要があります。

次のページに続く …

Cisco TelePresence Manager のマニュアル
Cisco TelePresence Manager のマニュアルは、Cisco Web サイトにありま
す。参照先： http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/tsd_

必須
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
プロダクト固有の設定レイアウト

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration layout）] セクションに移動します。

Cisco Unified CM ダイヤル プランは、北米以外の特定の国にダイヤル プ
ランの詳細を指定し、これらのダイヤル プランの導入とインストールについて
説明します。

ダイヤル プランの設計
Cisco TelePresence Manager を使用する場合に限り適用できます。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration
layout）] > [ ダイアル プラン（Dial Plan）] セクションに移動し、最適な

設定に従って項目を設定します。

ダイヤル プランを設定します。詳細については、Cisco TelePresence
Manager のマニュアルを参照してください。

電話番号パラメータの設定
Cisco TelePresence Manager を使用する場合に限り適用できます。

[ プロダクト固有の設定レイアウト（Product specific configuration
layout）] > [ 電話番号（Directory Number）] セクションに移動し、最

適な設定に従って項目を設定します。

電話番号を設定します。詳細については、Cisco TelePresence
Manager のマニュアルを参照してください。

終了したら、[ 保存（Save）] と [ 設定の適用（Apply Config）] をクリッ
クします。
次のページに続く …

Cisco TelePresence Manager のマニュアル
Cisco TelePresence Manager のマニュアルは、Cisco Web サイト
にあります。参照先： http://www.cisco.com/en/US/products/
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
電話番号の追加

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ 割り当て情報（Association Information）] セクションに移動します。

[ 割り当て情報（Association Information）] セクションに移動します。
[ 回線 [1] - 新規 DN を追加（Line[1] - Add a new DN）] をクリッ
クし、電話番号を定義します。

電話番号情報
[ 電話番号情報（Directory Number Information）] セクションに移動し
ます。
[ 電話番号（Directory Number）]： E.164 番号計画に従って、エン
ドポイントの番号を入力します。
[ 保存（Save）] をクリックします。
次のページに続く …

[ 電話番号情報（Directory Number Information）] セクションに移動します。
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目次

概要

エンドポイントの手動登録
共有回線の設定

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] > [ 電話の設定（Phone Configuration）]（前ページの続き）の順に移動します。

[ 割り当て情報（Association Information）] セクションに移動します。

オプション： CUCM を共有回線に設定するには、11 ページの「エンド
ポイントの手動登録」に移動し、別のエンドポイントの手動登録の手順を繰
り返し、次のエンドポイントを同じ電話番号に割り当てます。

[ デバイスの関連付け（Associated Devices）]：1 つの電話番号が
複数のエンドポイントで共有されるよう設定されている場合、[ 割り当て
られたデバイス（Associated Devices）] セクションにそのデバイス
の MAC アドレスが表示されます。

発信者の名前を表示します。
オプション：[ デバイス <MAC アドレス > の回線 #（Line # on Device
<MAC address>）] セクションに移動します。

[ 表示（発信者 ID）（Display (Caller ID)）]：システムからの発信の
受信者が発信者の正しい ID を確認できるように、TelePresence シス

テムの所有者名を入力します。

ライン アピアランスの表示テキストは、発信の電話番号ではなく、名前
などのテキストを表示するために使用されます。番号を指定する場合は、
電話を受ける人には、発信者の正しい ID が表示されない場合がありま
す。

終了したら、[ 保存（Save）] と [ 設定の適用（Apply Config）] をクリッ
クします。

[ 電話番号情報（Directory Number Information）] セクションに移動します。

必須
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CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ システム（System）] > [Cisco Unified CM] に移動します。

CUCM が混合モードに設定されていない場合に限り適用できます。
エンドポイントの自動登録の CUCM 設定について、このページで説明しま
す。

[ 検索（Find）] をクリックして、リストから CUCM を選択します。

TelePresence エンドポイントの自動 登 録は、Cisco Unified
CM が混合モードに設定されている場合は可能ではありません（ク

ラスタ セキュリティ モード）。

ページで使用可能な検索オプションを使用するか、検索フィールドを空白の
ままにし、[ 検索（Find）] を押して、使用可能な Cisco Unified CM を
表示します。

•

ユーザが設定したいものを 1 つ選択すると、[Cisco Unified CM 設定
（Cisco Unified CM Configuration）] ページに移動します。

自動登録の有効化
[ 自動登録情報（Auto-registration Information）] セクションに移動しま
す。
[ 開始電話番号（Starting Directory Number）]：電話番号の範囲

[ 自動登録情報（Auto-registration Information）] セクションに移動します。

内で最も小さい数を入力します。

[ 終了電話番号（Ending Directory Number）]：電話番号の範囲内
で最も大きい数を入力します。
[ この Cisco Unified CM では自動登録は無効にする（Autoregistration Disabled on this Cisco Unified Communications
Manager）]：チェックボックスのチェックを外し、自動登録を有効にし

ます。

終了したら、[ 保存（Save）] と [ 設定の適用（Apply Config）] をクリッ
クします。

必須
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概要

エンドポイントの登録を確認する方法
注 : エンドポイントの登録を確認する前に、TelePresence エンドポイント
を設定する必要があります。23 ページの「エンドポイントの設定について」
を参照してください。

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

[ デバイス（Device）] > [ 電話（Phone）] の順に移動します。

エンドポイントを検索するか、[ 検索（Find）] をクリックして、すべてを表示します。

エンドポイントがプロビジョニングされると、[ 電話（Phone）] ページのステー
タスから、エンドポイントが CUCM に登録されたかどうか確認できます。

エンドポイント登録の
ステータス
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クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
エンドポイントの設定

CUCM の設定

パスワードについて

付録

2章
エンドポイントの設定
この章では、Cisco Unified Communications Manager で使用
する TelePresence エンドポイントの設定に必要な手順について説
明します。
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目次

概要

エンドポイントの設定について
このセクションでは、Cisco Unified CM に TelePresence エンドポイン
トを登録するために必要な手順の概要について説明します。
 タッチコントローラ、リモート コントロール、Web インターフェイス、
またはコマンドライン インターフェイスを使って、エンドポイントを設定で
きます。TelePresence システムはタッチパネルまたはリモート コントロー
ルと共に出荷されます。

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
エンドポイントの設定

CUCM の設定

3 つのステップによるエンドポイントの設定

パスワードについて

IP アドレスの確認
Web インターフェイスまたはコマンドライン インターフェイスを使用している
場合は、エンドポイントの IP アドレスが必要です。

システム パスワードの設定
システム設定へのアクセスを制限するために、パスワードを設定することを強
く推奨します。パスワードが設定されていない場合は、画面に通知が表示さ
れます。

アドレスを確認するには、タッチコントローラまたはリモート コントロールを使
用します。

•

24 ページの「システム パスワードの設定」に移動します。
注：CUCM 9.1.1（dev.pack 9.1.1）に登録するとデフォルトで HTTP
（Web インターフェイス）および SSH（コマンドライン）によるアクセス
は無効になるため、エンドポイントを設定する前に CUCM の設定を行う
ことを推奨します。

付録

•
発信詳細の設定

Cisco Unified CM でプロビジョニングされた自動応答はエンドポイントで
は無視され、エンドポイントに設定する必要があります。

タッチコントローラを使用する場合： （設定）をタップし、[ システム
情報（System Information）] を選択して [ 一般（General）] セクショ
ンを参照します。
リモート コントロールを使用する場合： [ ホーム（Home）] > [ 設定
（Settings）] > [ システム情報（System Information）] に移動して
[ ネットワーク（Network）] セクションを参照します。

帯域は、CUCM で設定されません。任意の発信品質に必要なカメラ機能と
一致する帯域を設定します。

25 ページの「発信詳細の設定」に移動します。
CUCM へのエンドポイントのプロビジョニング
プロビジョニングにより、ビデオ会議のネットワーク管理者は複数のビデオ
システムを同時に管理することができます。

26 ページの「プロビジョニングの設定」に移動します。
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システム パスワードの設定
システム パスワードはすでに設定されていますか ? その場合はこのページをと
ばし、次のステップに進みます。
システム パスワードは TelePresence エンドポイントへのアクセスを制限し、
Web インターフェイスまたは API から設定されます。エンドポイントは完全な
資格情報を持つデフォルト ユーザ アカウント（admin）で提供され、パスワー
ドは設定されていません。

HTTP および SSH からのアクセス
HTTP（Web インターフェイス）および SSH（コマンドライン）によるエンド
ポイントへのアクセスは、エンドポイントが Cisco Unified CM 9.1.1（dev.
pack 9.1.1）に登録した後、無効になることがあります。

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
エンドポイントの設定

CUCM の設定

コマンドライン インターフェイスの使用方法

ユーザ名と現在のパスワードの Web インターフェイスを介してエンドポイン
トにログインします。パスワードが現在設定されていない場合、ログイン時に
空のパスワードを使用します。

コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を開き、ユーザ名と現在の
パスワードでエンドポイント（コーデック）にログインします。パスワードが
現在設定されていない場合、ログイン時に空のパスワードを使用します。

システム パスワードを設定または変更します

システム パスワードを設定または変更します

1. 右上隅のユーザ名をクリックし、ドロップダウン メニューから [Change
password] を選択します。
2. [Current password] と [New password] の入力フィールドにそれぞ

xCommand SystemUnit AdminPassword Set Password:
***********
パスワードの形式は、0 〜 64 文字の文字列です。

れパスワードを入力後、新しいパスワードを再入力します。

パスワードの形式は、0 〜 64 文字の文字列です。

3. [Change Password] をクリックします。

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

付録

Web インターフェイスの使用方法

Cisco TelePresence Manager で使用する場合
注：Cisco TelePresence Manager（CTS-MAN）がエンドポイントを検出し、
これに [ ワンボタン（One Button to Push）] スケジュールを付与するために、
エンドポイントに設定されたシステム パスワードは Cisco Unified CM に設定
された値と一致する必要があります。

パスワードについて

新しいシステム パスワードは、コマンドライン インターフェイスを介してログ
インするときに適用されます。パスワードを Web インターフェイスに適用す
るには、エンドポイント（コーデック）を再起動する必要があります。

新しいシステム パスワードは、Web インターフェイスまたはコマンドライン イ
ンターフェイスを介してログインするときに適用されます。

24

www.cisco.com ̶ Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
エンドポイントの設定

CUCM の設定

パスワードについて

付録

発信詳細の設定
以下のパラメータについてご不明な点がある場合は、シス
テム管理者またはサービス プロバイダーにお問い合わせく
ださい。

Cisco Unified CM でプロビジョニングされた自動応答
はエンドポイントでは無視され、エンドポイントに設定する
必要があります。

タッチパネルの使用方法

リモート コントロールの使用方法

（設定）をタップし、
[ 管理者（Administrator）] > [ 発
信詳細（Call Details）] を選択します。

1. 自動応答の設定
必要な値に自動応答を設定します。
適切であれば、[ 自動応答遅延（Auto Answer
Delay）] を設定します。

2. デフォルトのコール設定の設定
[ デフォルトの帯域（Default Call Rate）] を適切
な値に設定します。プラス（+）またはマイナス（-）
ボタンをタップし、値を上下させます。
Cisco UCM モ ードでは [ 標 準 通 信プロトコル
（Default Call Protocol）] は SIP に自動的に設
定され、H.323 はサポートされません。

帯域 は、CUCM で設定されません。任意の発信品質に必
要なカメラ機能と一致する帯域を設定します。

[ ホーム（Home）] > [ 設定（Settings）] > [ 管理者
設定（Administrator Settings）] > [ 詳細設定
（Advanced Configuration）] > [ 会議 1（Conference
1）] に順に移動します。

[ ホーム（Home）] > [ 設定（Settings）] > [ 管
理者設定（Administrator Settings）] > [ 詳細
設定（Advanced Configuration）] > [ 会議 1
（Conference）] > [ 自動応答（AutoAnswer）]
に順に移動し、自動応答の [ 遅延（Delay）]、[ モー
ド（Mode）]、[ ミュート（Mute）] に適切な値を

コマンドライン インターフェイスの使用方法

[Configuration] > [Advanced Configuration] >
[Conference] に順に移動します。

コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を開き、
エンドポイント（コーデック）にログインしてください。

3. 自動応答の設定

1. 自動応答の設定

[OK] をクリックし、変更を保存します。
4. デフォルトのコール設定の設定
[DefaultCall] セクションに移動し、[Rate] を適切
な値に設定します。

設定します。

Cisco UCM モードでは [Default Call Protocol]
は SIP に自動的に設定され、H.323 はサポートさ
れません。

[OK] をクリックし、変更を保存します。
2. デフォルトのコール設定の設定

[OK] をクリックし、変更を保存します。

リモート コントロールを使用し、[DefaultCall] セク
ションに移動し、レートを適切な値に設定します。

xConfiguration Conference 1
AutoAnswer Mode: <On/Off>
（エンドポイントでローカルに設定する必要がありま
す）
xConfiguration Conference 1
AutoAnswer Mute: <On/Off>
（エンドポイントでローカルに設定する必要がありま
す）
xConfiguration Conference 1
AutoAnswer Delay: <0..50>
（エンドポイントでローカルに設定する必要がありま
す）

2. デフォルトのコール設定の設定

Cisco UCM モ ードでは [ 標 準 通 信プロトコル
（Default Call Protocol）] は SIP に自動的に設
定され、H.323 はサポートされません。

xConfiguration Conference 1
DefaultCall Rate: <64..6000>（CTMS と
併用した場合。2500 kbps 以上）

[OK] をクリックし、変更を保存します。

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

Web インターフェイスの使用方法

[Auto Answer] セクションに移 動して、[Delay]、
[Mode]、[Mute] の適切な値を設定します。

1. 自動応答の設定

Cisco TelePresence Multipoint Switch（CTMS）を
使用する場合、推奨値は 2500 kbps 以上です。

xConfiguration Conference 1
DefaultCall Protocol:（CUCM モードの場
合は SIP にする必要があります）
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エンドポイントの設定

CUCM の設定

パスワードについて

付録

プロビジョニングの設定
プロビジョニング パラメータについてご不明な点がある場合は、Cisco
Unified CM（CUCM）のプロバイダーにお問い合わせください。

タッチパネルの使用方法
初めてシステムを接 続すると、自動 的に [ プロビジョ
ニ ン グ ウ ィ ザ ー ド（Provisioning Wizard）] が
開 始されます。 開 始され ない 場 合 は、 （ 設 定 ）>
[ 管 理 者（Administrator）] > [ プ ロ ビ ジ ョ ニ ン グ
（Provisioning）] の順にタップします。

プロビジョニング ウィザードの実行

1. ウィザードが起動しない場合は、[ スタート（Start）]
をクリックします。

2. インフラストラクチャとして [ シスコ UCM（Cisco
UCM）] を選択し、[ 次へ（Next）] をクリックします。
3. 必 要 な 場 合： 入 力フィールドに 外 部 Manager
（CUCM クラスタの TFTP サーバ アドレス）の IP
アドレス または DNS 名を入力します。
4. 必要な場合：[ 古い証明書信頼リスト（CTL）ファイ
ルの削除（Delete old Certificate Trust List (CTL)
file）] チェックボックスをチェックします。CTL ファイ

外部マネージャ のアドレス および CTL ファイルの詳 細については、32

ページの「エンドポイントのプロビジョニングについて」を参照してください。

リモート コントロールの使用方法

Web インターフェイスの使用方法

コマンドライン インターフェイスの使用方法

システムがスリープ モードになっている場合は、リモート
コントロールのいずれかのキーを押して、システムを復帰
させます。

Web ブラウザを開き、エンドポイントの IP アドレスを入力
し、ユーザ名とパスワードでログインします。

コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を開き、
エンドポイント（コーデック）にログインします。

プロビジョニングの設定

プロビジョニングの設定

プロビジョニングの設定

1. [Configuration] > [System Configuration] に移

xConfiguration Provisioning Mode:
（CUCM にする必要があります）

2. [ExternalManager] セクションに移動し、IP アド
レス、DNS 名、外部マネージャ（CUCM クラスタ
TFTP サーバ アドレス）のパスのいずれかを入力し
ます。[Save] をクリックします。

xConfiguration Provisioning
ExternalManager Address：
（CUCM クラスタの TFTP サーバのアドレス）

動します。

1. [Home（ホーム）] > [Settings（設定）] >
[Administrator Settings（管理者設定）] >
[Advanced Configuration（詳細設定）] >
[Provisioning（プロビジョニング）] の順に移動し
ます。

2. [ 外部マネージャ（ExternalManager）] セクショ
ンに移 動し、 外 部マネージャ（CUCM クラスタ
TFTP サーバ アドレス）の IP アドレスまたは DNS
名を入力します。[ 保存（Save）] をクリックします。
3. ドロップダウン リストから、[ プロビジョニング モード
（Provisioning Mode）] を CUCM に設定します。
この変更はただちに有効になります。

ルがエンドポイントにない場合、このオプションは使
用できません。

3. [Provisioning] セクションに移 動し、[Mode] を
[CUCM] に設定します。[Save] をクリックします。

xConfiguration Provisioning
ExternalManager Protocol:
（UCM モードの場合は HTTP にする必要があります）
xConfiguration Provisioning HttpMethod:
（UCM モードの場合は GET と POST のいずれも動作
します）
xCommand Provisioning CUCM CTL Delete
（必要な場合： CTL ファイルを削除します）

5. [ 登録（Register）] をタップし、登録を完了します。
6. CUCM に正常に登録されると、メッセージが表示
され、エンドポイントのアドレス（URI）が表示され
ます。
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概要

エンドポイント登録の確認
CUCM にエンドポイントをプロビジョニングした後、登録が成功したこと

を確認する必要があります。発信するか、システム情報をチェックすること
によって確認できます。

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
エンドポイントの設定

CUCM の設定

パスワードについて

付録

コールの開始

システム情報の確認

登録が成功したかどうかを確認するために TelePresence エンドポイントか
らコールを発信します。

システム情報を確認すると、[SIP ステータス（SIP Status）] には [ 登録
済み（Registered）] と表 示され、[SIP プロキシ（SIP Proxy）] には
CUCM アドレスが表示されるはずです。

インターフェイスを選択します。

Web インターフェイスの使用方法

•

Web インターフェイス

•

タッチコントローラまたはリモート コントロール

•

コマンドライン

[Home] > [System Information] に移動し、[SIP] セクションを確認します。
タッチコントローラの使用方法
タッチの （設定）をタップし、[ システム情報（System Information）]
を選択し、[SIP] セクション を確認します。

リモート コントロールの使用方法

[ ホ ーム（Home）] > [ 設 定（Settings）] > [ システム 情 報（System
Information）] を選択し、[SIP] セクションを確認します。
コマンドライン インターフェイスの使用方法
コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を開き、エンドポイント（コー
デック）にログインし、次の API コマンドを実行します。
xStatus SIP Profile 1 Registration 1 Status
xStatus SIP Proxy 1 Address
または： xStatus SIP - 全概要を表示します。
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クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて
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4章
パスワードについて
このセクションでは、TelePresence エンドポイントのパスワードの
使用について説明します。
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エンドポイントのシステム パスワードの
設定
システム パスワードはコーデックへのアクセスを制限します。
システムの Web インターフェイスを使うには、サインインする必要がありま
す。
ビデオ システムは完全な資格情報を持つデフォルトのユーザ アカウントに提
供されます。ユーザ名は admin です。最初はデフォルト ユーザのパスワード
は設定されていません。
パスワードのコピーを安全な場所に保管してください。パスワードを忘れた場
合は、最寄りの Cisco 代理店までお問い合わせください。

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定
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システム パスワードの変更

他のユーザのシステム パスワードの変更

システム パスワードを変更するには、次の手順に従います。

管理者アクセス権限がある場合は、次の手順を実行してすべてのユーザ パス
ワードを変更できます。

パスワードが現在設定されていない場合は、[ 現在のパスワード（Current
password）] を空白の状態で使用します。パスワードを削除するには、[ 新
しいパスワード（New password）] フィールドを空白のままにします。

1. ユーザ名と現在のパスワードを使用して Web インターフェイスにサイン
インします。

2. 右上隅のユーザ名をクリックして、ドロップダウン メニューの [Change
password] を選択します。
3. [Current password] と [New password] の入力フィールドにそれぞ

管理者ユーザや、同様の資格情報を持つその他のユーザにパス
ワードを設定し、システム設定へのアクセスを制限することを強く
推奨します。

パスワードについて

れパスワードを入力後、新しいパスワードを再入力します。

1. ユーザ名とパスワードを使用して Web インターフェイスにサインインし
ます。

2. [Maintenance] タブに移動し、[User administration] を選択します。
3. 対象のユーザをリストから選択します。
4. 新しいパスワードと PIN コードを入力します。
5. [Save] をクリックします。

パスワードの形式は、0 〜 64 文字の文字列です。

4. [Change Password] をクリックします。
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設定
メニュー パスワードは、一部のメニューへのアクセスを制限します。

TelePresence エンドポイントを初めて起動するときは、メニュー パスワー
ドが設定されていないため、タッチコントローラ上の管理者メニューに誰でも
アクセスすることができます。

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

パスワードについて

付録

メニュー パスワードの設定
1. ネットワークまたはシリアル データ ポート（使用可能な場合）経由でシ
ステムに接続し、コマンドライン インターフェイスを開きます（SSH ま
たは Telnet）。
システムの IP アドレスを確認する方法は、以下を参照してください。

2. ユーザ名とパスワードを使用してシステムにサインインします。このユー
管理者設定はシステムの動作に大きく影響するため、メニュー パ
スワードを定義することを強く推奨します。

タッチのメニュー パスワードを設定するには、コマンドライン インターフェイ
スからコマンドを発行する必要があります。これを行わないと、タッチコント
ローラも Web インターフェイスも、使用できません。

ザには管理者権限が必要です。

3. 次のコマンドを入力します。
xCommand SystemUnit MenuPassword Set Password:（パス
ワード）
パスワードの形式は、0 〜 255 文字の文字列です。

システムの IP アドレスを確認するには、タッチコントローラの
（設定）をタップし、[ システム情報（System Information）]
を選択します。
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5章
付録
付録セクションは、システム管理者にとって役に立つ追加情報を提供
します。
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概要

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

アドホック会議について

共有回線について

アドホック会議を有効にするには、Cisco Unified CM を会議ブリッジ（メ
ディア リソース）でセット アップし、その会議ブリッジを Cisco Unified
CM の Cisco TelePresence MCU として追加する必要があります。

Cisco Unified CM は、同じパーティション内の複数のデバイスに表示され
る電話番号は共有回線であると判断し、複数のデバイスから発信が受け入
れられるようにします。他のエンドポイントは、
コールが応答された場合、
ユー
ザ インターフェイスの通知を表示します。

Cisco Unified CM の設定については、このガイドの前半で説明しています。
14 ページの「プロダクト固有の設定レイアウト」の設定を参照してくだ

さい。

セットアップの確認
アドホック会議の設定はエンドポイント（コーデック）に次のコマンドを実行
することによって確認できます。
xStatus Conference Multipoint Mode
CUCMMediaResourceGroupList：マルチ パーティ会議（アドホック会議）は、
Cisco Unified CM で設定された会議ブリッジがホストします。
その他のどの結 果 < Auto/Off/MulitSite/MultiWay > も、Cisco Unified
CM でコーデックがアドホック会議用に設定されていないことを示していませ
ん。

コーデックのビルトイン ブリッジの設定は、エンドポイントで次のコマンドを
実行して確認できます。

共有回線を使用すると、同じパーティション内の複数のデバイスで同じ電話
番号を共有できます。同じ番号を共有している各デバイスは、回線の他のア
ピアランスからステータスを受け取ります。
たとえば多くのデバイスが同じ番号を共有し、最初に対応可能になったオペ
レータがコール（ヘルプ デスク）をピックアップするように、共有回線を設
定できます。別の例として、管理者が幹部のコールを管理するコール処理ア
シスト（転送、割り込み）があります。また、1 人に属している複数のデバ
イスで同じ回線を共有し、1 台のデバイスでコールをピックアップし、別のデ
バイスで通話を再開することもできます（シングル ナンバー リーチ）。
ビデオ会議への割り込みを有効にするには、 Cisco Unified CM をアドホッ
ク会議用に設定する必要があります。設定しない場合、コールは音声ブリッ
ジに組み込まれた Cisco Unified CM を使用して、音声のみのセットアッ
プとなります。非 MultiSite エンドポイント（EX60、MX200、MX300、
C20）で割り込み を使用する場合、会議ブリッジを定義する必要があります。

Cisco Unified CM の設定については、このガイドの前半で説明しています。
共有回線 の設定については、19 ページの「共有回線の設定」を参照して
ください。

付録

エンドポイントのプロビジョニングにつ
いて
プロビジョニングにより、ビデオ会議のネットワーク管理者は複数のビデオ
システムを同時に管理することができます。通常は、各ビデオ システムにプ
ロビジョニング サーバの資格情報を入力するだけで、残りの設定が自動的
に行われます。
シスコの TelePresencce エンドポイントの設定については、このガイドの
前半に説明しています。23 ページの「エンドポイントの設定について」お
よび、26 ページの「プロビジョニングの設定」を参照してください。

外部マネージャのアドレスについて
このネットワークで DHCP オプション 150 が提供されていない場合は、
External Manager Address を手動で追加する必要があります。ただし、
フィールドに手動で入力すると、DHCP で割り当てられた設定は上書きされ
ます。
インフラストラクチャが Cisco UCM にセットされると、Cisco Discovery
Protocol（CDP）が有効になり、CDP が成功した場合、エンドポイントは
DHCP オプション 150 を検出します。この場合、DHCP サーバがアドレスを
自動的に提供するため、External Manager Address のフィールドを空白の
ままにすることができます。

CTL ファイルについて

xStatus Conference UseBuiltInBridge

通常、古い証明書信頼リスト（Certificate Trust List (CTL)）は削除しま
せんが、次のような場合はエンドポイントからファイルを削除する必要があり
ます。

False： CUCM のアドホック会議モードが使用されます。
Ttrue： エンドポイントの内蔵ブリッジが使用されます。通話は外部メディア
リソースに移行しません。
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CUCM の IP アドレスを変更する場合。
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TelePresence エンドポイント ユーザ インターフェイス
タッチコントローラ、リモート コントロール、Web インターフェイス、また
はコマンドライン インターフェイスを使って、エンドポイントを設定できます。

注：HTTP（Web インターフェイス）および SSH（コマンドライン インターフェ
イス）によるアクセスは、
エンドポイントが Cisco Unified CM 9.1.1（dev.
pack 9.1.1）に正常に登録した後、無効になります。

タッチパネルの使用方法

リモート コントロールの使用方法

Web インターフェイスの使用方法

タッチコントローラにメニューが表示されない場合は、画
面をタップしてシステムを起動します。

メニューが画面に表示されない場合は、リモート コント
ロールの任意のキーを押し、システムを起動します。

IP アドレスがわかれば、Web インターフェイスからエン
ドポイントを設定できます。

パスワード保護

パスワード保護

Web インターフェイスへのサインイン

システムはパスワードで保護することができます。システ
ムにアクセスできない場合は、システム管理者にお問い
合わせください。

システムはパスワードで保護することができます。システ
ムにアクセスできない場合は、システム管理者にお問い
合わせください。

システムが起動しない場合

システムが起動しない場合

•

•

タッチコントローラが、直接またはネットワークを介
してエンドポイントに接続されているか確認してくだ
さい。
エンドポイントが電源に接続されスイッチがオンに
なっているか確認してください。

•

システムのスイッチをオンにしたら、システムが起動
するまで数分お待ちください。

•

タッチコントローラがエンドポイントと正しくペアに
なっているか確認してください。

•

ご不明な点がある場合は、製品のインストール ガイ
ドを参照してください。

•

リモート コントロールに正常なバッテリが入ってい
ることか確認してください。

•

エンドポイントが電源に接続されスイッチがオンに
なっているか確認してください。

•

システムのスイッチをオンにしたら、システムが起動
するまで数分お待ちください。

•

•

2. ユーザ名とパスワードを入力し、[Sign In] をクリッ
クします。

IP アドレスがわかれば、API コマンドによってコマンドラ
イン インターフェイスからエンドポイントを設定できます。
SSH からのサインイン
1. コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を
開始します。コーデックのホスト名（または IP アド
レス）を入力し、SSH の接続タイプを設定します。
2. ユーザ名とパスワードを入力し、サインインします。

システムに接続できない場合

ご不明な点がある場合は、製品のインストール ガイ
ドを参照してください。

IP アドレスの確認
•

IP アドレスの確認

1. Web ブラウザを開き、アドレス バーにシステムの
IP アドレスを入力します。

コマンドライン インターフェイスの使用方
法

•

システムとコンピュータが同じネットワークに接続さ
れているか確認してください。

•

エンドポイントが電源に接続されスイッチがオンに
なっているか確認してください。

•

システムのスイッチをオンにしたら、システムが起動
するまで数分お待ちください。

•

ご不明な点がある場合は、製品のインストール ガイ
ドを参照してください。

システムに接続できない場合

•

システムとコンピュータが同じネットワークに接続さ
れているか確認してください。

•

エンドポイントが電源に接続されスイッチがオンに
なっているか確認してください。

•

システムのスイッチをオンにしたら、システムが起動
するまで数分お待ちください。

•

ご不明な点がある場合は、製品のインストール ガイ
ドを参照してください。

[ ホーム（Home）] > [ 設定（Settings）] > [ シ
ステム情報（System Information）] に移動して、
[ ネットワーク（Network）] セクションを参照します。

（設定）> [ システム情報（System
Information）] に移動して、[ ネットワーク
（Network）] セクションを参照します。
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TelePresence エンドポイントからログファイルを収集する方法。
Web ブラウザを開き、Cisco TelePresence エンドポイントにログインします。[Diagnostics] > [Log files] に移動します。

ログファイルは、テクニカル サポートが必要な場合に、シスコのサポート組
織から要求されることがあるシスコ固有のデバッグ ファイルです。

現在のログファイル は、タイムスタンプ付きのイベント ログファイルです。
現在のすべてのログ ファイルにはタイムスタンプの履歴ログ ファイルでシステ
ムを再起動するたびにアーカイブされます。履歴ログファイルの最大数に到
達すると、最も古いファイルは上書きされます。

1 ファイルのダウンロード
ログファイルをクリックし、ダイアログボックスの指示に従い、ファイルを保存、
または開きます（ブラウザによって、左または右クリック）。

すべてのファイルのダウンロード
すべてのログファイルをバンドルとしてダウンロードすることもできます。
Web ページの [Download log files archive] ボタンをクリックし、指示
に従います。
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TelePresence エンドポイントの初期設定へのリセット
エンドポイントを初期設定へリセットすると、以下が実行されます。

•

通話履歴が削除されます。

•

すべてのシステム パラメータがデフォルト値にリセットされます。

•

システムにアップロードされたすべてのファイルが削除されます。

•

リリース キーとオプション キーが保持されます。

•

システムの自動再起動。

•

注： 初期設定へのリセットを元に戻すことはできません。

タッチパネルの使用方法
1. ユニットがスリープ モードの場合、タッチ スクリーン
を静かにタップします。

2.

（設定）> [ 管理者（Administrator）] > [ リセッ
ト（Reset）] に移動します。

エンドポイントを初期設定へリセットする前に通話履歴を収集するようにして
ください。34 ページの「TelePresence エンドポイントからのログファイ
ルの収集」を参照してください。
初期設定へのリセット後、メイン画面に通知が約 10 秒間表示されます。
初期設定へのリセット後、エンドポイントを再設定する必要があります。
『Cisco TelePresence Video Systems Getting Started Guide』を参
照してください。

4. システムはデフォルトの初期設定に戻り、自動的に

4. システムはデフォルトの初期設定に戻り、自動的に

再起動します。これには数分かかることがあります。

スをアドレス バーに入力します。

2. [Maintenance] > [Factory Reset] に移動します。

2. 適切なユーザ名とパスワードでログインします。
3. 次のコマンドを実行します： xCommand

電源ボタンの使用方法

1. Web ブラウザを開き、ビデオ システムの IP アドレ

1. コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を
開始します。コーデックのホスト名（または IP アド
レス）を入力し、SSH の接続タイプを設定します。

3. [ 初期設定へのリセット（Factory Reset）] ボタン
をタップします。

Web インターフェイスの使用方法

リモート コントロールの使用方法

3. [I want to reset...] チェックボックスをオンにする前
に、表示される情報をよくお読みください

SystemUnit FactoryReset Confirm: Yes

4. [Perform a factory reset] をクリックします。
5. システムはデフォルトの初期設定に戻り、自動的に

再起動します。これには数分かかることがあります。

再起動します。これには数分かかることがあります。

SX20/EX60/EX90 に適用されます。
1. システムの電源を切るには、電源ボタンを静かに押

し、システムがシャットダウンするまで押し続けます。
電源 LED は消灯します。

2. 電源ボタンを静かに押し、10 秒間押し続けます。こ
の間、電源 LED はオフの状態です。
3. ボタンを離し、4 秒以内に 2 度押します。この間、
電源 LED は点滅しています。
4. システムはデフォルトの初期設定に戻り、自動的に
再起動します。起動し、再び実行すると、LED は引
き続き点灯します。

注： 4 秒以内に電源ボタンを押すことに失敗した場
合は、システムはデフォルトの初期設定に戻らず、確
認メッセージは表示されません。この場合、ステップ
1 に戻ります。
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エンドポイントの MAC アドレスの確認
MAC（メディア アクセス コントロール）アドレスは、次の方法で確認できます。
•

[ システム情報（System Information）] ページ（Web インターフェ
イス、タッチコントローラまたはリモート コントロールを使用）に表示

•

コマンドライン インターフェイスを使用して API コマンドを実行

•

TelePresence エンドポイントの定格ラベルを確認

[ システム情報（System Information）] ページでの
MAC アドレスの確認
Web インターフェイスの使用方法
システムの MAC アドレスを確認するには、[Home] > [System
Information] に移動し、[General] セクションを参照します。

タッチコントローラの使用方法

コマンドライン インターフェイスを使用した MAC アドレ
スの確認

定格ラベルから MAC アドレスを確認

システムの MAC アドレスの確認方法

製品がすでに取り付けられている場合は（壁 / ラック）
、このページに記載され
ている他の方法のいずれかを使用すると、より便利に MAC アドレスを確認で
きます。

1. コマンドライン インターフェイス（例：PuTTY）を開き、エンドポイント
（コーデック）にログインします。

2. 次の API コマンドを実行します。
xStatus Network 1 Ethernet MacAddress

タッチの （設定）
をタップし、[ シ
システムの MAC アドレスを確認するには、
ステム情報（System Information）] を選択し、[ ハードウェア（Hardware）]
セクションを参照します。

定格ラベルは、物理ユニットにあります。

定格ラベルはコーデックの下にあります。

•

Cisco TelePresence Quick Set C20

•

Cisco TelePresence Codec C40

•

Cisco TelePresence Codec C60

•

Cisco TelePresence Codec C90

•

Cisco TelePresence SX20 Quick Set

定格ラベルはユニットの背面にあります。

リモート コントロールの使用方法
システム MAC アドレスを確 認するには、[ ホーム（ Home） ] > [ 設 定
（Settings）] > [ システム情報（System Information）] に移動し、[ ハー
ドウェア（Hardware）] セクションを参照します。

•

Cisco TelePresence System EX60

•

Cisco TelePresence System EX90

定格ラベルは、カバーの背面にあります。

•

Cisco TelePresence MX200

•

Cisco TelePresence MX300

Cisco TelePresence Profile シリーズがある場合、コーデックはユニット
のカラム内に取り付けられているため、このページに記載されている他のいず
れかの方法を使用して MAC アドレスを確認してください。
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Cisco TelePresence のエンドポイントでの Cisco Discovery Protocol について
概要

Cisco Discovery Protocol（CDP）は、シスコによっ
て 1990 年代の初めに開発された専用のレイヤ 2 管理
プロトコルで、ネットワークの検出と管理の自動化機能を
強化するものです。このプロトコルは数百万台におよぶ既
存のシスコ製品に幅広く導入されており、管理者ユーザは
ルータやスイッチ インターフェイスの管理に非常に有効に
活用できます。1990 年代の末頃から 2000 年代初頭に
かけての IP 電話の導入により、CDP は IP 電話に関す
る自動化機能を提供できるよう強化されました。これには、
自動 VLAN 検出、Power over Ethernet（PoE）のネ
ゴシエーション、
（管
Quality of Service（QoS）の自動化、
理または緊急サービスのための IP 電話の物理的なロケー
ションの検出を自動化するための）ロケーション認識、
イー
サネットの速度や、デュプレックスの不一致の検出などの
機能が含まれます。
注：IETF、IEEE、および TIA は、シスコや他の多数の
ネットワーク ベンダーと協力して、IEEE 802.1AB 標準
を策定しました。これはリンク層検出プロトコル（LLDP）
と呼ばれ、音声およびビデオ エンドポイントの Media
Endpoint Discovery 用に開発された拡張規格（LLDPMED）があります。CDP は、最終的に LLDP-MED に
取り込まれる予定ですが、インストールベースで幅広く使
用されているので、展開には数年間かかると思われます。

沿革
シスコは 2010 年 4 月に TANDBERG を買収しまし
た。TANDBERG のビデオ エンドポイントのポートフォ
リオは、シスコの既存の Telepresence および Unified
Communications ソリューションを補完します。CDP
サポートはリリース TE4.0 の Cisco E20 と TC5.0 の
その他の TelePresence エンドポイントに導入されまし
た。

CDP は、ソフトウェア バージョン TC5.0 以降から次の
エンドポイントでサポートされます : MX200、MX300、
EX60、EX90、C20、C40、C60、C90 お よ び
Profile シリーズ。SX20 はその後に導入され、リリース
TC5.1 以降からサポートされています。
しかし、CDP を実行していない（シスコによる買収前の）
エンドポイント モデルのインストールベースが存在してい
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るので、ソフトウェア リリースに CDP を導入する際には、
新しい自動化機能によって既存のインストールベースに影
響が出ないように注意する必要があります。
デフォルトで CDP をイネーブルにすると、これらの既
存の展開が CDP 対応のリリースにアップグレードして
VLAN 自動化機能を突然使用し始めたときに、予期しな
い動作が発生するおそれがあるので、CDP の導入は段
階的に行っています。

CDP によるメリット
上記の概要で説明したように、IP ベースの音声およびビ
デオ エンドポイントをネットワークに導入しているネット
ワーク管理者にとって、CDP を導入すると、自動化にお
いて非常に大きなメリットがあります。このセクションでは、
Cisco TelePresence MX、EX、SX、C90、C60、
C40、C20、Profile シリーズなどの IP ベースの音声 /
ビデオ エンドポイントについて最も意味のあるメリットを
図 1：VLAN なし
いくつか説明します。

自動 VLAN 検出
仮想 LAN（VLAN）を使用すると、ネットワーク管理者
が IP ベースの電話やビデオ端末をネットワークに導入す
る際、既存のデータ サブネットのアドレスを割り当て直し
たり、スイッチにイーサネット ポートを追加する必要がな
くなります。エンドポイントなどのデバイスは、802.1Q
標準を活用して、自身のイーサネット フレームに自身のト
ラフィックが属する VLAN ID をタグ付けすることができ
ます。これによってこのトラフィックが音声 / ビデオ VLAN
（Auxiliary VLAN） に送られます。 一 方、PC から送
信されたイーサネット フレームにはタグは付けられないの
で、これはデータ VLAN（ネイティブ VLAN）に送られ
ます。 これによって、エンドポイントを既存の PC とそれ
が接続されているイーサネット スイッチとの間に挿入でき
るようになるので、ユーザごとに単一のイーサネット ポー
トを使用できるようになります。したがって、ワイヤリング
クローゼットにポートを追加する必要がなくなり、既存の
PC VLAN 内で IP アドレスを消費することなく別の（新
しい）IP サブネットにエンドポイントを割り当てることがで
きます。また、VLAN を使用すると、ネットワーク管理者
は VLAN ごとに異なるセキュリティや Quality of Service
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（QoS）ポリシーを設定できるようになります。
前のページの図 1 および 2 は、次の概念を示します。

CDP（または LLDP-MED）がないと、ユーザは各エン
ドポイントに使用する 802.1Q VLAN ID を手動で設定
する必要があります。CDP はこの作業を自動化し、使用
する VLAN の ID をイーサネット スイッチからエンドポイ
ントにアドバタイズできるようにします。

自動 QoS

QoS は、ネットワークが正常に機能するために不可欠で
あり、遅延、ジッター、損失に敏感な音声やビデオなど
のアプリケーションに優先的にサービスを提供します。ウ
イルスや他の好ましくないネットワーク トラフィックなど
の不正な動作をするアプリケーションは他と区別し、電
子メールや Web ブラウジングなどの定型的で時間に厳
しくないトラフィックには適正な処理を行います。ただし、
QoS の設定や管理は複雑であり、管理者は、ネットワー
クに入ってくるトラフィックが正しい QoS 値でマークされ
ているという保証を必要とします。PC や、IP ベースの電
話機、ビデオ端末など、ユーザが使用するデバイスの場合、
管理者は境界ポイントを設定する必要があります。その境
界ポイントでは、これらのデバイスから送られる QoS マー
キングが信頼できない場合、管理者が設定した値で上書
きされます。信頼できる場合は、これらの QoS 値が設
定され、イーサネット スイッチはこれらの値を尊重します。
この境界ポイント（または信頼性境界）では、これらのデ
バイスに割り当てられている QoS 値をユーザが偶然（ま
たは意図的に）変更すると、
これらの QoS 値はネットワー
クに入る際に管理者によってリマークされます。
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AutoQoS の詳細については、次の参考資料『Medianet
Campus QoS Design guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/
Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND_40/
QoSCampus_40.html#wp1098057
Power over Ethernet（PoE）のネゴシエーション
802.3af 標準では、IP ベースの電話機やビデオ端末など
のデバイスに対する Power over Ethernet を提供してい
ます。さらに、CDP では、エンドポイントがイーサネット
スイッチに必要な電力量を伝え、またスイッチからエンド
ポイントに利用可能な電力量をアドバタイズできるという
機能もあります。したがってスイッチとエンドポイントの間
でより詳細なレベルでのネゴシエーションを行うことがで
き、
またイーサネット スイッチでは利用可能な電力バジェッ
トを厳密に追跡することができます。PoE は現在 Cisco
TelePresence エンドポイントでは使用されていません。
ただし、Cisco Unified IP Phone、ワイヤレス アクセス
ポイント、監視カメラなど非常に多数の他のデバイスで幅
広く使用されているので、読者に対する有益な情報として 図 3：CDP / AutoQoS なし
説明しています。

CDP にはこの信頼性境界を（管理者の判断によって）自
動的に拡張する機能があるので、電話やビデオ端末は自
身のパケットを任意の QoS 値でマークすることができます。
（当該の特定の電話機のモデルが正常に動作し、値が改
ざんされないことを管理者がわかっているので）スイッチは、
電話のパケットを信頼してそのパケットをネットワークに転
送します。この機能は Cisco Catalyst イーサネット スイッ
チでは AutoQoS と呼ばれています。
右側の図 3 と図 4 は、AutoQoS の概念を示します。

図 4：CDP / AutoQoS あり

D14996.02 CUCM 9.1.1 での TC6.1 エンドポイントの管理 2013 年 4 月

38

www.cisco.com ̶ Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco TelePresence Endpoints および Cisco Unified Communications Manager
目次

概要

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド
エンドポイントの設定

ロケーション認識

将来のメディアネットの適用

IP ベースの電話機の導入により、IP エンドポイントがネットワーク上のあらゆ
る場所から接続され、IP エンドポイントでの IP アドレスの取得や通話の開始
が可能になる新たなレベルのモビリティが実現しました。それにより、従業員
があるオフィスから別のオフィスに移動する場合に、電話回線を物理的に配線
するコストも抑えられるようになりました。しかし、一部の管理機能や緊急サー
ビスでは、電話機の正確なロケーションを把握する必要があります。CDP を
使用すると、ネットワーク管理アプリケーションで電話機の物理的なロケーショ
ンを特定することができます（電話機が接続されているイーサネット ポート、
つまり物理的な位置を検出します）
。その後、この情報は Cisco Emergency
Responder などのアプリケーションによって使用され、緊急サービスの担当
者に宛てられた通話が正確な担当部署に転送されます。ロケーション情報に
は、他にも実際に使用されている用途や、潜在的な用途が多数あります。

このような CDP の利点は、この数年間、シスコによって実現されてきました。
メディアネットは新しい概念であり、エンドポイントとネットワーク間のやり
取りをさらに拡張および自動化して、高度なインターネットワークでのマルチ
メディア トラフィックのエンドツーエンドのさらなる最適化を行います。CDP
は数あるプロトコルの中の 1 つであり、Cisco IOS ソフトウェアの将来の世
代や、シスコのメディアネット対応のエンドポイントによって、このようなビジョ
ンを実現するために活用される予定です。このドキュメントを書いている時点
で利用可能なメディアネットの適用例には、ビデオ セッションがネットワーク
を通過する経路をエンドツーエンドで追跡してパケットの損失の原因を特定
する、代替パス上でのビデオ パケットのルーティングを最適化してネットワー
クのスループットを最大限に高める、セッション アドミッション コントロール
を強化してネットワーク上で許容できるビデオ セッションの数を制御するな
どがあります。

イーサネットの速度 / デュプレックスの不一致の検出

メディアネット、CDP と LLDP-MED の詳細については、次の参考資料を
参照してください。

イーサネット デバイスは、802.3 自動ネゴシエーション手順を使用して、そ
れぞれの速度やデュプレックスの設定を自動的にネゴシエートします。しかし、
一方または他方において偶然誤った設定が行われていると、パケットの損失
が生じます。これはごく一般的な問題です。たとえば、ネットワーク管理者
がスイッチ上のすべてのギガビット イーサネット ポートに自動ネゴシエーショ
ンを設定している場合に、ユーザが偶然自分の PC、IP フォン、またはビデ
オ端末に 100 Mbps/ 全二重などの設定を手動で行ったとします。 この場
合、スイッチとエンドポイント間で不一致が発生し、このインターフェイスで
大きな損失が発生します。CDP ではこのような条件を自動的に解決しませ
んが、これを検出して、スイッチでアラームを発生させることができます。こ
れによって管理者が通知を受け、解決することができます。

パスワードについて
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リリース TC5 以降の CDP 動作

•

Medianet Campus QoS Design 4.0
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1094/index.html

•

Using Cisco Discovery Protocol (CDP)
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/
configuration/guide/nm_cdp_discover_ps6350_TSD_
Products_Configuration_Guide_Chapter.html

•

Best Practices for Catalyst 4500/4000, 5500/5000, and
6500/6000 Series Switches Running CatOS Configuration
and Management
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/
products_tech_note09186a0080094713.shtml#cdp

•

LLDP-MED and Cisco Discovery Protocol White Paper
http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk652/tk701/
technologies_white_paper0900aecd804cd46d.html

Cisco TelePresence エンドポイントを初めて起動した際、または初期設
定へのリセットが実行されると、次の設定がデフォルトで適用されます。
•

xConfiguration Provisioning Mode: Auto

•

xConfiguration Network 1 VLAN Voice Mode: Off

プロビジョニング モードは、起動ウィザードを使用してタッチ 8 から設定す
ることも、手動でパラメータを設定することもできます。

•

プロビジョニング モードが [Cisco CUCM] に設定されると、[Network
VLAN Voice Mode（ネットワーク VLAN 音声モード）] を [ 自動
（Auto）] に設定する必要があります（タッチ 8 での起動ウィザードが
自動的に VLAN の音声モードを設定します）。エンドポイントが CDP
を使用して VLAN の自動検出を開始し、パケットへの適切な VLAN
ID のタグ付けを開始します。さらにエンドポイントが DHCP リクエスト
に DHCP オプション 150 を含め、これによって Cisco Unified CM
TFTP サーバのアドレスを自動的に検出できるようになります。

•

プ ロ ビ ジ ョ ニ ン グ モ ー ド を [Cisco VCS] ま た は [WebEx
TelePresence] にセットした場合、[ ネットワーク VLAN 音声モード
（Network VLAN Voice Mode）] を [ オフ（Off）] に設定する必要
があります（タッチ 8 の起動ウィザードは自動的に VLAN の音声モー
ドを設定）。これにより、エンドポイントは CDP を使用しません。

これらのパラメータは一度設定されると、再起動しても保持されます。その後、
利用者がこれらのパラメータを変更したいと考えた場合は、起動ウィザード
を再度実行するか、手動で設定します。

TMS/VCS の利用者の場合は、この動作によって、このエンドポイントの
以前のソフトウェア リリースの機能が維持されます。CDP の使用を希望
する場合は、[ ネットワーク VLAN 音声モード（Network VLAN Voice
Mode）] を手動で [ 自動（Auto）] に設定して有効にすることができます。
CUCM の利用者の場合、最初に起動するときにこの手順が追加されますが、
一度起動ウィザードで CUCM モードが選択されると次からは CDP が自動
的に起動し、電話機が補助（音声 / ビデオ）VLAN に参加するようになります。
利用者が CDP の使用を希望しない場合は、[ ネットワーク VLAN 音声モー
ド（Network VLAN Voice Mode）] を手動で [ オフ（Off）] にして無効
にすることができます。

利 用 者 が CDP 対 応 のイー サネット スイッチを持っていないものの、
802.1Q VLAN の使用を望んでいる場合は、[ ネットワーク VLAN 音声モー
ド（Network VLAN Voice Mode）] を [ 手 動（Manual）] に設 定し、
対応する Network VLAN Voice ID を適切な値に設定することができます。
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以前のリリースから TC5/TC6 へのアップグレード
以前のリリースからリリース TC5/TC6 にアップグレードした既存の利用者
の場合は、これらのパラメータの値は維持され、起動ウィザードは表示され
ません。また、
この利用者には動作も変化していないように見えます。しかし、
xConfiguration Network 1 VLAN Voice Mode パラメータの値は変更
されていることに注意してください。以前のリリースでは、このパラメータの
有効な値は Untagged または Tagged であり、デフォルトは Untagged
でした。リリース TC5.0 以降では、CDP のサポートの導入により、これら
のパラメータの有効な値は、Auto、Manual、Off のいずれかになっています。
以前の値は、アップグレード中に自動的に新しい同等の値にマッピングされ
ます。
注：xConfiguration API リクエストで新しい値（たとえば、Untagged の
代わりに Off、Tagged の代わりに Manual、または新しく Auto）を使用
するためには、管理アプリケーションをアップグレードする必要があります。
表 1 では、古い値と新しい値の関係を示しています。
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注：DHCP プロセスは、実際には起動ウィザードが表示される前にバックグ
ラウンドで実行されます。これは、最初の起動中または初期状態へのリセッ
ト後に、エンドポイントは最初にネイティブ VLAN で DHCP リースを取得
することを意味します。[VLAN 音声モード（VLAN Voice Mode）] に [ 自
動（Auto）] を選択し、CDP が VLAN を使用する必要があることを示して
いる場合は、エンドポイントがネイティブ VLAN で受け取ったアドレスを解
放し、IP スタックを再開して、Auxiliary VLAN に新しいアドレスを DHCP
で割り当てます。これによって、最初の起動中にネイティブ VLAN の IP ア
ドレスが一時的に使用されることがあります。

要約
このマニュアルでは、Cisco Discovery Protocol（CDP）の歴史とメリッ
トや、Cisco TelePresence ビデオ エンドポイントでの動作について簡単
に説明しました。

CDP は音声 / ビデオ デバイスへの VLAN と QoS の適用を自動化する強
力なメカニズムです。既存のシスコの利用者には、このメリットを体験し、ネッ
トワークを準備して、VLAN、AutoQoS、および VLAN ベースのセキュリティ
ポリシーをシスコのビデオ エンドポイントに活用することをお勧めします。

リリース

以前のリリース

CUCM の設定

クイック リファレンス ガイド

コメント

TC5.x/TE6.0
Auto

Auto モードはリリース TC5.0 で導入

Tagged

Manual

Manual は以前のリリースでの Tagged と同じ

Untagged

Off

Off は以前のリリースの Untagged と同じ

表 1：新旧の VLAN のタグの値
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ドキュメント カテゴリ
ドキュメントは、次のカテゴリに編成されます。

ユーザ マニュアルはここから入手できます： http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
右側のペインからお使いの製品を選択してください。

ユーザ ガイド：

保守と運用 > エンドユーザ ガイド

EX シリーズ：

MX シリーズ：

TelePresence
> TelePresence エンドポイント - パーソナル
> TelePresence デスクトップ
> Cisco TelePresence System EX シリーズ

TelePresence
> TelePresence エンドポイント - 多目的
> Cisco TelePresence MX シリーズ

またはここをクリックします：
 www.cisco.com/go/ex-docs

クイック リファレンス ガイド：

またはここをクリックします：
 www.cisco.com/go/mx-docs

インストール ガイド：

インストールとアップグレード > インストールとアップグレード ガイド
スタートアップ ガイド：

インストールとアップグレード > インストールとアップグレード ガイド
管理者ガイド：

Codec C シリーズ：

Profile シリーズ：

TelePresence
> TelePresence ソリューション プラットフォーム
> TelePresence インテグレータ向け製品
> Cisco TelePresence System Integrator C シリーズ

TelePresence
> TelePresence エンドポイント - 多目的
> Cisco TelePresence System Profile シリーズ

またはここをクリックします：
 www.cisco.com/go/cseries-docs

保守と運用 > エンドユーザ ガイド

またはここをクリックします：
 www.cisco.com/go/profile-docs

保守と運用 > メンテナンスとオペレーション ガイド

API リファレンス ガイド：
リファレンス ガイド > コマンド リファレンス
物理インターフェイス ガイド：

保守と運用 > エンドユーザ ガイド
法令準拠および安全上の注意：

Quick Set C20 および SX20 Quick Set：

Cisco Unified Communication Manager（Call Manager）

TelePresence
> TelePresence ソリューション プラットフォーム
> TelePresence インテグレータ向け製品
> Cisco TelePresence Quick Set シリーズ

音声と Unified Communications

またはここをクリックします：
 www.cisco.com/go/quickset-docs

> IP Telephony
> Unified Communications Platform
> Cisco Unified Communications Manager
（CallManager）

またはここをクリックします：
 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/

ps556/tsd_products_support_series_home.html

インストールとアップグレード > インストールとアップグレード ガイド

TC ソフトウェア リリース ノート：
リリースと一般情報 > リリース ノート

TC ソフトウェア ライセンス情報：
リリースと一般情報 > ライセンス情報
ビデオ会議室ガイドライン：

設計 > 設計ガイド
ナレッジ ベースの記事とよく寄せられる質問（FAQ）:

トラブルシューティングとアラート > トラブルシューティング ガイド

CAD 図面：
リファレンス ガイド > テクニカル リファレンス
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知的所有権
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更される
ことがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべ
て正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わ
ないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責
任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information
Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of
a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part
of UCBʼ s public domain version of the UNIX operating system. All rights
reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフ
トウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社
は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、
あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたま
たは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用
できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生
的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者
に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

シスコのお問い合わせ先

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its
affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Ciscoʼ s trademarks
can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks
mentioned are the property of their respective owners. The use of the word
partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any
other company. (1005R)

シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ先を確認できます。

URL： http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話
番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロ
ジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の
アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然
の一致によるものです。

TANDBERG はシスコの一部です。TANDBERG® は Tandberg ASA に帰属する登録
商標です。
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