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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。 

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につき

ましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先

のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。 

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトの

ドキュメントを参照ください。 

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当

者にご確認ください。 
 
 



 

 
 



 

 

安全にご使用いただくために 

警告および注意アイコンの説明 
怪我や機器の損傷を防止してください。各記号に対して示された状況を完全に理

解してから、次に進んでください。 

次の警告および注意アイコンは、本製品を安全に動作させるための重要な情報を

示しています。 

 本製品に付随するマニュアルに、この記号が記載されている場合があります。

この記号は、重要な動作手順またはメンテナンス手順を示します。 

 この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、危険な

電圧が存在する可能性のあるライブ端子を表し、稲妻の先端は末端装置の場所

を示しています。 

  
この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、保護接

地端子を示します。 

   
この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、シャー

シ端子（通常は等電位ボンディングに使用）を示します。 

 この記号が、製品に貼り付けられている場合があります。この記号は、表面が

高温となる可能性があることを警告しています。 

  
この記号が、製品およびこのマニュアル内に表示されている場合があります。

この記号は、強度変調光を伝送し、目に見えないレーザー光を放射する赤外線

レーザー、または強度変調光を伝送する LED を示します。 

重要 
このマニュアルをすべてお読みください。このマニュアルにインストール手順ま

たは操作手順が記載されている場合には、このマニュアル内に含まれる安全性に

関するすべての記述に特にご注意ください。 
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安全上の重要事項 

説明を読み、保管する 
この装置を操作する前に、慎重にすべての安全および操作の説明を読み、今後参

照できるように保管してください。 
 

説明に従い、警告に注意する 
すべての操作および使用の説明に従ってください。操作説明に記載されているす

べての警告と注意、およびこの装置に貼られた警告と注意に留意してください。 
 

用語 
このドキュメントでは、次に定義されている用語が使用されています。この定義

は、安全規格の定義に基づいています。 

サービス担当者：サービス担当者という用語は、電気装置の設置、交換、または

保守を実施できる、訓練を受けた資格を持つ個人を指します。サービス担当者は、

経験と技術的スキルを使用して、サービス作業中および立ち入りが制限された場

所に存在する危険により、サービス担当者自身およびその他の人が負傷しないよ

うに防止することを期待されています。 

ユーザおよびオペレータ：ユーザおよびオペレータという用語は、サービス技術

以外の者を指します。 

アースと接地：アースと接地という用語は、同義です。このマニュアルでは、わ

かりやすくするためにアースを使用していますが、接地と同じ意味に解釈できま

す。 
 

感電の危険 
この装置は、該当する安全基準を満たしています。 

 警告: 

感電の危険を減らすため、操作説明書に記載の手順だけを実行します。点検に

ついては、認定サービス担当者のみにお問い合わせください。 

感電により負傷または死亡することがあります。常に危険電圧には直接接触しな

いようにしてください。保護アース接続（提供されている場合）は、安全な操作

には必要不可欠であり、電源を接続する前に確認する必要があります。 

次の安全に関する警告およびガイドラインを把握してください。 

 危険電圧 

- 認定サービス担当者のみが、装置の設置または交換を行うことができます。 
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- 認定サービス担当者のみが、シャーシ カバーを取り外し、シャーシ内の

コンポーネントにアクセスできます。 

 アース 

- 保護アース導体なしで延長ケーブル、電源ケーブル、または単巻変圧器を

使用して、保護アースを無効にしないでください。 

- サービスまたは修理作業中はこの装置の保護アースを維持し、この装置を

再稼働する前には保護アースを再度確立するように注意してください。 
 

設置場所 
設置場所を選択する際は、以下に従ってください。 

 保護アース：建物の電気設備の保護アース線は、国および地域の要件に準拠

している必要があります。 

 環境条件：設置場所は、乾燥し、清潔で換気されている必要があります。水

に接触する危険性がある場所でこの装置を使用しないでください。装置は、

この装置の技術仕様（この装置のデータ シートに記載されている場合があり

ます）に記載されている要件を満たす環境で運転する必要があります。 
 

インストール要件 
 

 警告: 

認定サービス担当者のみが、この装置を設置できます。すべての現地の規則お

よび規制に従って設置する必要があります。 
 

装置の配置 
 

 警告: 

怪我や装置の損傷を防止してください。不安定な面に取り付けると、装置が落

下する場合があります。 

装置の損傷または怪我を防止するために、以下を遵守してください。 

 アクセス制限区域にこの装置を設置します。 

 ラジエータ、ヒート レジスタ、ストーブ、または他の機器（アンプを含む）

などの、熱を発生する熱源の近くに設置しないでください。 

 この装置の電源コードの長さに合わせて、主 AC 電源コンセントの近くにこ

の装置を配置します。 

 電源コードの上を人が歩いたり、物を載せたり、物が寄りかかったりするこ

とのないように配線します。こうしないと電源コードが挟まったり破損した

りする場合があります。プラグ、コンセント、および電源コードがこの装置

から出ている箇所では、電源コードに特に注意してください。 
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 カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルは、メーカー指定のものか、

この装置と一緒に販売されているものだけを使用してください。 

 取り付け面またはラックが安定して、この装置のサイズと重量を支えること

ができることを確認します。 

 取り付け面またはラックはメーカーの仕様に従って適切に固定する必要があ

ります。必要に応じて、この装置が取り付け面またはラックにしっかりと固

定されていることを確認して、取り付けの問題およびそれに起因する落下に

より、装置が破損しないように保護してください。 
 

通気 
この装置には、過熱による損傷を防ぐための通気穴があります。装置の信頼性と

安全な稼働を確実にするために、いずれの通気穴もふさいだり覆ったりしないで

ください。製造元の指示に従って装置を設置します。 
 

ラック マウントの安全注意 
機械的な搭載 

ラックが安定した場所に配置されていることを確認します。ラックに安定装置が

付いている場合は、ラックに装置を設置する前にこれらの安定装置を取り付けま

す。 

  警告: 

怪我や装置の損傷を防止してください。ラックにこの装置を取り付けする際は、

機械的な搭載方法が不均等なために、危険な状態が発生しないように取り付け

る必要があります。 
 

エアーフローの減少 

この装置をラックに取り付けたときに、ラック内で冷却エアーフローを妨げない

ようにしてください。未使用のラック スペースには、必ずブランキング プレー

トを取り付けてカバーしてください。コンバイナおよびネット ストリップなどの

追加コンポーネントは、エアーフローが制限されないように、ラックの背面に取

り付ける必要があります。 

 注意: 

この装置は、安全な動作のために必要なエアーフロー量を十分に確保できるよ

うにラック内に設置してください。 
 

動作周囲温度の上昇 

この装置は、装置の技術仕様で指定された要件を満たす湿度および温度制御環境

にのみ設置してください。 
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 注意: 

閉じている、またはマルチ ユニット ラック アセンブリに設置した場合は、

ラック環境の動作周囲温度が部屋の周囲温度より高くなることがあります。し

たがって、この装置は、メーカーの最大定格周囲温度に適合した環境に設置し

てください。 
 

取り扱い上の注意 
この装置を含むカートを移動するときは、次の可能性のある危険性がないことを

確認してください。 

 

 

警告: 

怪我や装置の損傷を防止してください。装置とカートの組み合わせは、注意し

て移動してください。急に止まったり、過剰な力を加えたり、凹凸のある表面

を移動すると、装置とカートが横転するおそれがあります。 

 装置とカートの組み合わせを移動する際は、横転により怪我をしないように

注意してください。 

 カートが動きにくい場合、別の場所にこの装置を移動する前に、取り外す必

要がある障害物やケーブルがあることを示している場合があります。 

 カートを移動する際は、急に停止したり、動き出したりしないでください。 

 床面が、ひび割れやケーブル、コードなどにより凸凹になっていないことを

確認してください。 
 

アース 
ここでは、装置が適切にアースされていることを確認する手順を示します。 

安全プラグ（米国のみ） 

この装置には、3 端子（アース タイプ）または 2 端子（分極）の安全プラグが

装着されている場合があります。広いブレードまたは 3 本目の端子は安全のため

のものです。アース タイプまたは分極安全プラグの安全性を無効にしないでくだ

さい。 

この装置を正しくアースするために、次の安全に関する注意事項に従ってくださ

い。 

 アース タイプ プラグ：3 端子プラグ（このプラグの 1 端子は保護アース ピ
ン）の場合、プラグをアース電源（3 端子コンセント）に挿入します。 
注：このプラグは、1 方向だけに適合します。このプラグがコンセントにしっ

かりと挿入できない場合は、電気技術者にお問い合わせのうえ、旧仕様の 3 
端子コンセントを交換してください。 

 偏極プラグ：2 端末プラグ（1 つの広いブレードと 1 つの狭いブレードを備

えた分極プラグ）の場合、プラグを分極電源（一方のソケットが他方よりも

幅広の 2 端子コンセント）に挿入します。 
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注：このプラグがコンセントにしっかりと挿入できない場合は、プラグを反

転させるようにします。それでもプラグが収まらない場合は、電気技術者に

お問い合わせのうえ、旧仕様の 2 端子コンセントを交換してください。 

アース端子 

この装置に外部アース端子が付属している場合は、18 ゲージ（以上）のケーブル

の一端をアース端子に接続します。その後、もう一方の端をアースされた装置ラッ

クなどのアースに接続します。 

安全プラグ（欧州連合） 

 クラス I 電源式装置：3 端子 AC インレットが付属しており、保護アースに

適切に接続するために、3 端子電源コードを使用して 3 端子電源アウトレッ

トに接続する必要があります。 
注：一部の装置で提供されている等電位ボンディング端末は、保護アース接

続として動作するように設計されていません。 

 クラス II 電源式装置：2 端子 AC インレットが付属しており、2 端子電源

コードを使用して電源供給アウトレットに接続することができます。このク

ラスの装置にはクラス I 装置で提供されている基本絶縁体に加えて、二重ま

たは強化絶縁、および（または）補強絶縁が付属しているため、保護アース

への接続は必要ではありません。 
注：EN 50083-1 の対象であるクラス II 装置には、シャーシ搭載の等電位ボ

ンディング端末が付属しています。接続手順については、「等電位ボンディ

ング」というセクションを参照してください。 
 

等電位ボンディング 
この装置に装備されている外部シャーシ端末に IEC 60417-5020 シャーシのアイ

コンが付いている場合（ ）、設置作業者は CENELEC 標準の EN 50083-1 ま
たは IEC 標準の IEC 60728-11 を参照して、正しい等電位ボンディング接続手順

を確認する必要があります。 
 

AC 電源 
重要：この装置がクラス I 装置の場合、アースする必要があります。 

 この装置をコンセントに接続する場合、コンセントはこの装置の近くにあり、

容易にアクセスできる必要があります。 

 この装置は、（通常、電源インレット コネクタの近くに）装置定格ラベルが

貼付されている電源のみに接続してください。 

 この装置は、電源を 2 つ使用する合があります。この装置で作業する前に、

すべての電源を確実に切断してください。 

 この装置に主電源スイッチがない場合、電源コード コネクタは切断装置とし

て機能します。 
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 ケーブルを取り外す際は必ずプラグまたはコネクタを引き抜いてください。

絶対にケーブル自体は引っ張らないでください。 

 長期間使用しない場合は、この装置のプラグを引き抜いてください。 
 

-48 V DC/-60 V DC 電源への接続 
この装置に DC 電源から電源供給する場合は、このマニュアルまたはこのシリー

ズの関連マニュアルに記載されている特定の設置手順を参照して、この装置を公

称 -48 V DC/-60 V DC 電源に接続する方法の詳細を確認してください。 
 

回路の過負荷 
この装置を電源に接続する前に、回路の過負荷による影響について確認してくだ

さい。 

 注意: 

この装置の電気回路への接続、および回路の過負荷が過電流保護機構および電

源供給配線に与える影響を考慮してください。この問題に対処する場合は装置

定格ラベルに記載されている情報を参照してください。 
 

一般的な保守の注意事項 
 

 警告: 

感電にご注意ください。この装置のカバーを取り外したり、開いたりすると、

危険電圧にさらされるおそれがあります。 
 

 注意: 

次の保守の注意事項は、認定サービス担当者に対するガイダンスのみを目的と

しています。感電の危険を減らすため、操作説明書に記載されていない保守作

業は、その作業を実施する資格を持っている場合以外、行わないでください。

点検については、資格のある担当者にお問い合わせください。 

次の一般的な注意事項およびガイドラインに留意してください。 

 保守：電源コードやプラグが破損した、装置に液体がこぼれたり物が落下し

た、装置が雨や湿気にさらされた、正常に動作しない、装置が落下した、な

どの何らかの損傷が装置に発生した場合、保守が必要になります。 

 腕時計および装身具：保守および修理の際に怪我および装置の損傷を防ぐた

めに、腕時計や装身具などの導電性の物を身に着けないでください。 

 雷：雷が発生しているときには、この装置での作業およびケーブルの接続や

取り外しを行わないでください。 

 ラベル：警告ラベルを剥がさないでください。損傷した、または判読できな

い警告ラベルは交換してください。 
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 カバー：手順で指示されている場合以外は、この装置からカバーを取り外し

て保守作業を行わないでください。点検については、認定サービス担当者の

みにお問い合わせください。 

 湿気：この装置に湿気が入らないようにしてください。 

 クリーニング：クリーニングには、湿った布を使用してください。 

 安全性チェック：保守作業の後、装置を組み立て、安全性チェックを実施し

て、使用上の安全を確認してから、元通りの運用に戻してください。 
 

静電放電 
静電放電（ESD）は、人体やその他の物質に静電気が蓄積することで発生します。

こうした静電放電によりコンポーネントが劣化し、障害を引き起こすことがあり

ます。 

静電放電に対して、次の予防措置を講じてください。 

 抵抗体を介して ESD 電位を安全にアースするように設計された、静電気防止

用のベンチ マットおよびリスト ストラップまたはアンクル ストラップを

使用します。 

 設置するまで、コンポーネントを静電気防止用パッケージに入れておきます。 

 モジュールを設置する際は、電子コンポーネントへの接触を避けます。 
 

ヒューズの交換 
ヒューズを交換するには、次に従います。 

 ヒューズを変更する前に電源を切断します。 

 元のヒューズの障害の原因を特定し、解消します。 

 必ず正しいタイプと定格のヒューズを使用します。正しいタイプと定格は、

この装置に表示されています。 
 

バッテリ 
この製品には、バッテリが含まれる場合があります。バッテリの安全な使用およ

び廃棄に関しては、特別な指示が適用されます。 

安全性 

 バッテリを正しく挿入します。バッテリを誤って挿入すると、爆発の危険性

があります。 

 「使い捨て」または「再利用できない」バッテリは充電しないでください。 

 「充電式」バッテリに対して提供されている指示に従ってください。 
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 製造元が推奨する同タイプまたは同等タイプのバッテリに交換してください。 

 100 °C（212 °F）を超える温度下にバッテリをさらさないでください。 

廃棄 

 バッテリは環境に損害を与える可能性がある物質を含む場合があります 

 バッテリは、製造元の指示および国や地域の廃棄、リサイクルの規制に従っ

て廃棄またはリサイクルしてください。 

    

 バッテリには、有害物質として知られる過塩素酸塩が含まれている場合があ

ります。そのため、この製品は特別な処理および廃棄を必要とする場合があ

ります。過塩素酸塩および過塩素酸塩を含む物質の最善の管理方法に関する

詳細については、www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate を参照して

ください。 
 

変更内容 
この装置は、目的とする環境下で安全に動作するように、該当する安全性、レー

ザー安全性、および EMC 規制、規則、規格に準拠するように設計およびテスト

されています。法規制の遵守の承認に関する詳細については、この装置のデータ 
シートを参照してください。 

この装置を改造しないでください。変更または改造を行うと、この装置を操作で

きるユーザの権限が無効になる場合があります。 

改造を行うと、この装置に組み込まれた保護レベルを低下させる可能性があるた

め、人および器物に被害がおよぶ危険性が生じます。改造を行った人は、規制要

件の遵守を怠ったことによる罰則の対象となったり、改造の結果として生じた損

害または人身傷害の賠償に関する民事訴訟の被告となったりするおそれがありま

す。 
 

アクセサリ 
メーカー指定のアタッチメントまたはアクセサリだけを使用してください。 
 

電磁適合性に関する規制要件 
この装置は、該当する電磁適合性（EMC）の規制要件を満たしています。法規制

の遵守の承認に関する詳細については、この装置のデータ シートを参照してくだ

さい。EMC パフォーマンスは、この装置を設置するときに、すべての外部接続

（電源を除く）に、高品質の適切なシールド付きケーブルを使用したかどうかに

よって異なります。 

 必ず、このマニュアルに別途記載されている、ケーブルおよびコネクタの仕

様および関連する設置手順に従ってください。 
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それ以外は、次の適切な実践方法に従ってください。 

 多導体ケーブルは、一重編組のシールド付きタイプで、導電性のコネクタ ボ
ディとバックシェル、およびバックシェル導電結合されケーブル シールドに

対して 360° 接続を形成できるケーブル クランプで構成されている必要があ

ります。この一般的な規則の例外は、コネクタの説明の中で、当該の例外の

コネクタについて明確に示されます。 

 イーサネット ケーブルは一重シールドまたは二重シールド タイプである必

要があります。 

 同軸ケーブルは、二重編組のシールド付きタイプである必要があります。 
 

EMC 準拠宣言 
この装置に米国 FCC および（または）カナダ産業省の規則が適用される場合は、

ルールが適用される場合、次のステートメントが適用されます。 

クラス A 機器に対する FCC ステートメント 

この機器は、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス A デジタル デバイスの制限

に準拠していることがテストによって確認済みです。これらの制限は、商業環境

で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。 

この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、

この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、

ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使

用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担

で干渉防止措置を講じる必要があります。 

カナダ産業省（Industrie Canadiene）ステートメント 

この装置は、カナダの ICES-003 に準拠しています。 
Cet appareil est confome à la norme NMB-003 du Canada. 

クラス A 情報処理装置に関する CENELEC/CISPR ステートメント 

本製品はクラス A 装置です。この装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引

き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求さ

れることがあります。 
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レーザーの安全性 

はじめに 
この装置には、強度変調光を伝送し、目に見えないレーザー光を放射する赤外線

レーザーが付属している場合があります。 

警告：放射 
 

  警告: 

 怪我を防止してください。このマニュアルで指定されている制御、調整、ま

たは実行手順以外を使用した場合、危険な放射線に被曝する可能性がありま

す。 

 怪我を防止してください。装置のレーザー光源から、目に見えないレーザー

光が放射されます。レーザー光源に直接さらされないようにしてください。 

 怪我を防止してください。光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用

し、100 mm 以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあり

ます。 

 ファイバが嵌合されていない、または終端されていない場合は、装置に電力

を供給しないでください。 

 嵌合されていないファイバ、または終端されていないファイバから放射され

る光を反射する可能性のある、鏡状の表面を見つめないでください。 

 光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用して、動作しているファイ

バを見ないでください。 

 安全性の確認された光ファイバ ケーブルを使用して、該当するレーザーの安

全性要件を遵守してください。 

警告：光ファイバ ケーブル 
 

  警告: 
怪我を防止してください。認定サービス担当者はこのマニュアルに記載されて

いる手順だけを実施できます。光ファイバ ケーブルを取り扱う際、特にスプラ

イシングまたは終端作業を行う間は、保護眼鏡を装着し、十分に注意してくだ

さい。ケーブルの中心にある細いガラス ファイバ コアは、被覆材料または緩

衝材を取り除いて露出させると、非常に破損しやすくなります。容易にガラス

片に分裂に砕けます。ガラス片は、ピンセットを使用してすみやかに密閉でき

る廃棄物用容器に入れ、現地の規制に従って安全に廃棄してください。 
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装置には、次のレーザーの安全性に関する注意事項が適用されます。装置内の光

トランスミッタの種類に応じて、さまざまなレーザーの安全性に関する注意事項

があります。レーザーの開口部を明確に示したレーザー ラベルは、装置の背面パ

ネルに貼付されています。 

 

次の図に、レーザー ラベルの位置を示します。 

 

ヨーロッパ（IEC 標準）にいるか、米国（CDRH 標準）に応じて、異なるレー

ザーの安全性に関する注意事項があります。装置のレーザー出力に関する詳細に

ついては、装置のデータ シートを参照してください。 

クラス 1 およびクラス I ラベル 
次の図に、標準に従ってハウジングに貼付されたクラス 1 およびクラス I のラ

ベルを示します。 

 

IEC 標準への準拠 
使用されているレーザー タイプ SFP モジュールは、IEC 60825-1（1997）の修正

条項（2001 年）に従って、クラス 1 レーザー製品に分類されます。 
 

次のラベルは、クラス 1 レーザー製品の上部カバーとパッケージに貼付されます。 

 
 

CDRH 標準への準拠 
使用されているレーザー タイプ SFP モジュールは、CDRH の 21 CFR 1040 
Laser Safety の要件に従って、クラス I レーザー製品に分類されます。 
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CDRH 標準の場合、認定ラベルはクラス I に分類された各製品の上部カバーに

貼付されています。各製品に貼付されている製品 ID ラベルも参照してください。 
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概要 
Cisco® RF ゲートウェイ 1 は業界をリードするパフォーマンスを提供

するユニバーサル エッジ QAM（U-EQAM）デバイスであり、高密度

と最大限の信頼性を必要とするビデオ、データ、およびビデオとデー

タの統合型導入のための標準ベースのソリューションです。 

目的 
このコンフィギュレーション ガイドは、Web ブラウザ インターフェ

イスを使用してシステムを設定するために必要な情報を提供します。 

対象読者 
このマニュアルは、同等の装置での作業経験を持つ、認定されたサー

ビス担当者を対象としています。サービス担当者は、このマニュアル

に記述された手順を完了するための、十分な背景および知識を持つ必

要があります。 

資格のある担当者 
本製品の設置、操作、保守、およびサービスは、該当する資格および

スキルを持つ担当者のみが行う必要があります。 

  警告: 

本製品の設置、操作、保守、およびサービスは、該当する資格およ

びスキルを持つ担当者のみが許可されます。この制限に従わない場

合には、怪我や機器の損傷につながる場合があります。 

マニュアルのバージョン 

本書は、このコンフィギュレーション ガイドの第 5 リリースです。 
 

 

1 第 1 章 
はじめに 
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この章では、Web ブラウザのユーザ インターフェイスを使用して RF 
ゲートウェイ 1 を設定するために必要な基本情報を提供します。 
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前面パネルからの IP アドレスの設定 
RF ゲートウェイ 1 管理ポートの IP アドレスは、シャーシの前面パネルにある 
LCD およびキーパッドを使用して設定できます。 

 

管理ポートの IP アドレスを設定する 
1 システムが完全に初期化した後、管理ポートの IP アドレスが表示されるま

で、キーパッドを使用してページを下に移動します。 
注：ナビゲーションおよび変更には、上下、左右のボタンを使用します。変

更を保存するには、中央のボタンを使用します。 
2 [IP address] フィールドにカーソルが来るようにページを下に移動します。左

右のキーを使用して、変更する番号の下にカーソルが来るように移動します。

上下のキーを使用して変更します。すべての番号が希望どおりに設定される

まで続行します。 
3 中央のキーを使用して変更を確定し、[mgmt port IP address] フィールドを閉

じます。 
4 ページを右に移動して、管理ポートのサブネット マスクおよびデフォルト 

ゲートウェイを見つけ、設定します。必要に応じてそれぞれを設定します。 
5 終了したら、中央のキーを使用して情報を保存します。 
6 RF ゲートウェイ 1 をリブートします。管理ポートの IP アドレスは動的に

設定できないため、変更後、リブートまたは電源の入れ直しが必要です。 
7 管理ポートの IP アドレスは、リブート後に LCD で設定をチェックするこ

とで検証できます。 
注：または、オペレータは、リブート後に HTTP 経由で新しい IP アドレス

の Web GUI への接続を試みることもできます。 
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Web ブラウザを使用した RF ゲートウェイ 1 の
接続 

RF ゲートウェイ 1 は Web ブラウザに接続できます。次のブラウザおよび表示

設定が推奨されます。 
 

クライアント プラットフォーム Web ブラウザ 画面設定 

Windows XP Mozilla Firefox 2.0.0.14 1024x768 
 Internet Explorer 6.0  

注：推奨されるブラウザでは、Java プラットフォーム バージョン 1.6.0_x がサ

ポートされています。 

RF ゲートウェイ 1 に接続する 
1 RF ゲートウェイ 1 シャーシの背面パネルにある管理ポートにネットワーク 

ケーブルを接続します。 
2 Web ブラウザを開き、管理ポートの IP アドレスを入力します。 

結果：RF ゲートウェイ 1 の [Summary] ページが表示されます。 
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デバイス設定の変更 
RF ゲートウェイ 1 の全般設定は、[Device Information] ページの中で分類され

ています。ここでは、デバイス設定の変更について説明します。 

注：設定を入力して [Apply] をクリックすると、設定がアクティブになります。

設定を不揮発性メモリ内に保持するために、設定を保存する必要があります。ソ

フトウェア バージョン 1.3.11 には自動保存機能があり、適用されたデータベー

スの変更は自動的に保存され、不揮発性メモリ内に保持されます。保存された設

定は、リブートまたは電源の再投入後も保持されます。このルールは、すべての 
RF ゲートウェイ 1 設定に適用されます。 
 

デバイス名の設定 
RF ゲートウェイ 1 を識別するために、ユニットに一意のデバイス名を割り当て

ることを推奨します。 

デバイス名を設定する 
1 [System]/[System Configuration] ページに移動します。 
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結果：[Device Information] ページが表示されます。 

 
2 [Device Name] フィールドに、デバイス名を入力します（最大 16 文字まで

サポートされています）。 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
 

Annex の設定 
Annex の設定は、ITU-A（DVB）、ITU-B（オープン ケーブル）、ITU-C（日本

向けアプリケーション）を含め、RF ゲートウェイ 1 のすべてのキャリアに適用

されます。混合 Annex 設定はサポートされていません。 

Annex を設定する 
1 [System]/[System Configuration] ページに移動します。 
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結果：[Device Information] ページが表示されます。 

 
注：Annex の設定を変更すると、データベースはクリアされ、デフォルトに

戻ります。 
2 [QAM Encoding Type] フィールドに、Annex 設定を入力します。 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
5 デバイスをリブートする。Annex 設定の変更後、リブートまたは電源の入れ

直しが必要です。 
 

クロックの設定 
RF ゲートウェイ 1 の内部クロックは、手動で設定することも、簡易ネットワー

ク タイム プロトコル（SNTP）タイム サーバと同期させることもできます。 

内部クロックを変更する 
1 [System]/[Clock] ページに移動します。 
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結果：[Clock Configuration] ページが表示されます。 

 
2 [New Time] フィールドに、現在の時刻を入力します。 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 

SNTP に合わせてクロックを設定するには、「簡易ネットワーク タイム プロト
コル（SNTP）」（44 ページ）を参照してください。 
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IP ネットワークの設定 
ここでは、RF ゲートウェイ 1 の IP ネットワークの設定について説明します。

[System]/[IP Network] ページを使用して、ユーザは次を設定できます。 

 管理ポートの IP アドレス、サブネット マスク、およびデフォルト ゲート

ウェイ 

 コンディショナル アクセス（CA）ポート、サブネット マスク、デフォルト 
ゲートウェイ 

 IP アドレスとサブネット マスクを含む GbE 入力ポートの設定 

 冗長モードと設定 
 

管理ポート（10/100）の IP アドレス、サブネット マスク、デフォ

ルト ゲートウェイの設定 
管理ポート（10/100）の IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェ

イを設定する 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 
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2 適切なフィールドで、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲート
ウェイの設定を変更します。 

3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
5 デバイスをリブートする。 

注：管理ポートの IP アドレスは動的に設定できないため、変更後、リブー

トまたは電源の入れ直しが必要です。 

コンディショナル アクセス（CA）ポートの IP アドレス、サブネット マスク、

デフォルト ゲートウェイを設定する 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
注：CA ポートは EIS および（または）ECMG 装置が別のネットワークに

存在する場合のスクランブリングだけに使用されます。 
2 [Port Control] を [On] に設定します。デフォルト設定は [Off] です。 
3 適切なフィールドで、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲート

ウェイの設定を変更します。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
6 デバイスをリブートする。 

注：CA ポートの IP アドレスは動的に設定できないため、変更後、リブート

または電源の入れ直しが必要です。 
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ポート ペア モードの GbE ポート ペアごとに仮想 IP アドレスを設定する 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 [GbE Data Port Mode] フィールドで、[Dual Port Pairs] を選択します。 
3 [Video/Data IP] フィールドで、アドレスを変更します。 
4 [Redundancy Mode] フィールドで、ドロップダウン ボックスを使用して、

各ポート ペアで [Redundancy] を選択します。 
5 [Apply] をクリックします。 
6 [Save] をクリックします。 
7 4 つの物理 GbE ポートの IP アドレスの設定に進みます。 

物理 GbE ポートの IP アドレスとサブネット マスクを設定する 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 



 

 
 IP ネットワークの設定 
 

78-4025112-01 Rev E 13 
 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 該当するフィールドで、IP アドレスとサブネット マスクを変更します。 
3 [Negotiation Mode] フィールドで、ドロップダウン ボックスを使用してモー

ド（[On] または [Off]）を選択します。 
注：ほとんどのアプリケーションでは [On] が推奨されます。電気 SFP の場

合は必須です。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
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ネットワーク接続のテスト 
4 つの物理 GbE 入力ポートは、それぞれ ping に応答します。GbE 入力ポート

にデフォルト ゲートウェイは設定できないため、ping の送信元ネットワークへ

のスタティック ルートを GbE ポートに追加して、レイヤ 3 ネットワークを介

して ping に応答できるようにする必要があります。スタティック ルートは、

GUI を使用して [System]/[ARP & Routes] ページで追加できます。 
 

スタティック ルートの設定 
スタティック ルートを設定する 
1 [System]/[ARP & Routes] ページに移動します。 

結果：[ARP & Routes] ウィンドウが表示されます。 

 
2 [Route Table] ウィンドウで、ドロップダウン ボックスを使用して目的の 

GbE 入力を選択します。 
3 [Static Route Entry] ウィンドウで、ネットワークの IP アドレスとサブネッ

ト マスクを入力します。 
4 [Add] をクリックしてスタティック ルートを追加します。 
5 [Save] をクリックします。 
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QAM 出力の設定 
このセクションでは、クワッド チャネル QAM カードを設定する方法について

説明します。オペレータは、QAM Web ページとそのサブメニューを使用して、

以下を確認および設定できます。 

 QAM カードの存在 

 QAM 出力制御（つまり、ミュートかミュート解除か） 

 キャリア パラメータ（つまり、周波数、間隔、変調） 

 チャネル アプリケーション モード（つまり、ビデオかデータか） 
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カードの存在 
RF ゲートウェイ 1 シャーシは、最大 6 個の QAM ラインカードを搭載できま

す。 

QAM カードを確認する  
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、目的の QAM カードを選択します。 

結果：Web ビューに QAM カードの状態が表示されます。 

 
 

QAM ポートのイネーブル化 
RF ゲートウェイ 1 QAM ラインカードには 2 つのポートが備わっており、各

ポートに 4 つの RF 出力キャリアがあります。出力は、ポート レベルおよび

個々のキャリア レベルでイネーブルまたはディセーブルになります。最初にポー

トのグローバル設定をイネーブルにする必要があります。その後必要に応じて

ポート内の個々のキャリアを個別にミュートまたはミュート解除できます。 

QAM ポートをイネーブルにする 
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、目的のカード/RF ポートを選択します。 

結果：[RF Port Configuration] ウィンドウが表示されます。 

 
3 [Port Control] フィールドに、パラメータを [On] に設定します。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
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個々のキャリアをイネーブルにする 
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューを展開して、カード/RF ポート/QAM チャネルを選択しま

す。 
結果：[QAM Channel Configuration] ウィンドウが表示されます。 

 
3 [Channel Mode] フィールドで、パラメータを [Normal] に設定します。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
 

キャリア パラメータ 
RF ゲートウェイ 1 の出力キャリアでは、さまざまな設定が可能です。一部の設

定は個々のキャリア単位で設定できますが、特定の RF ポート（4 つのキャリア

のグループ）に限定される設定もあります。 

ポート出力パラメータを設定する 
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューを展開して、目的の RF ポートを選択します。 
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結果：[RF Port Configuration] ウィンドウが表示されます。 

 
3 [Port Modulation] フィールドで、目的の変調（64 または 256 QAM）を選択

します。 
4 [Port Output Level] フィールドで、出力レベルを入力します。 
5 [Combined Channels] フィールドで、1 ポートあたりのアクティブなキャリ

ア数を選択します（つまり、1 ポートあたり 4 キャリアの場合は、[Combined 
Channels] を [quad] に設定します）。 

6 [Channel Number] フィールドで、チャネルの周波数を選択します。 
注：連結チャネルは、最も低いキャリアから連続して間隔がとられます（選

択したチャネル間隔で区切られます）。このため、ポートの最初のキャリア

の周波数を設定するだけで済みます。 
7 [Apply] をクリックします。 
8 [Save] をクリックします。 
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個々のキャリア出力パラメータを設定する 
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューを展開して、目的の QAM チャネルを選択します。 

結果：[QAM Channel Configuration] ウィンドウが表示されます。 

 
3 [Transport Stream ID] フィールドに、ストリーム ID を入力します。 
4 [Channel Spectrum Inversion] フィールドで、パラメータを [Normal] に設

定します（大多数のアプリケーションの場合）。 
注：次の表に、チャネル スペクトル反転とその解釈について、RF ゲートウェ

イ 1 と xDQA-24 の比較を示します。 

ITU Annex 設定 xDQA-24 ITU 設定 RF ゲートウェイ 1 
ITU 設定 

ITU-A Normal Inverted 

ITU-A Inverted Normal 

ITU-B Normal Normal 

ITU-B Inverted Inverted 

ITU-C Normal Inverted 

ITU-C Inverted Normal 

5 [Channel PRBS Stuffing] フィールドで、パラメータを [On] に設定します（大

多数のアプリケーションの場合）。 
6 [Channel Interleave Depth] フィールドで、インターリーブ タイプを選択し

ます。 
7 [Channel PMT Rate] および [Channel PAT Rate] フィールドで、目的の再生

プレイアウトレートを入力します。 
8 [Apply] をクリックします。 
9 [Save] をクリックします。 
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チャネル アプリケーション モード 
RF ゲートウェイ 1 は、テーブル ビデオ、VOD、SDV、データ モード

（pre-DOCSIS 3.0 ワイド バンドおよびフル M-CMTS（DTI）シナリオ）などの

さまざまなネットワーク シナリオで動作します。これらのさまざまなシナリオは、

チャネル アプリケーション モード設定を使用して、キャリアごとに設定可能で

す。 

チャネル アプリケーション モードを設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 

結果：次のウィンドウが表示されます。 

 
2 目的のチャネル アプリケーション モードを選択します。 

 Video 

 Data 

 SDV  

 NGOD 

 DEPI Learn 

 DEPI Remote 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
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この章では、RF ゲートウェイ 1 のコンポーネントを設定するために

必要なコンフィギュレーション管理および一般的な情報を提供しま

す。 
 

 
 

3 第 3 章 
一般的な設定とモニタリン
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QAM Annex と周波数プランの設定 
Annex の設定は、ITU-A（DVB）、ITU-B（オープン ケーブル）、ITU-C（日本

向けアプリケーション）を含め、RFGW-1 のすべてのキャリアに適用されます。

混合 Annex 設定はサポートされていません。 

Annex の設定 

次の説明に従って Annex を設定します。 
1 [System]/[System Configuration] ページに移動します。 

結果：[Device Information] ページが表示されます。 

 
注：Annex の設定を変更すると、データベースはデフォルト設定にリセット

されます。 
2 [QAM Encoding Type] フィールドで、Annex 設定を入力します。 
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3 [Frequency Plan] フィールドで、目的の周波数プランを選択します。標準プ

ランでは、チャネルは北米で使用されているプリセット周波数にマッピング

されています。カスタム プランでは、周波数を選択することができます。

ITU-A と ITU-C は、カスタム プランだけです。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
6 デバイスをリブートする。Annex 設定の変更後、リブートまたは電源の入れ

直しが必要です。 
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QAM カードの設定 
RFGW-1 には、6 個の QAM カードがあります。各カードには 2 個のポートが

あります。各ポートには、4 個のチャネルがあります。次の項では、QAM カー

ドの設定方法について説明します。 
 

グローバル RF ポートの設定 
グローバル RF ポートの設定では、すべてのポートの RF を設定することができ

ます。次の画面を参照してください。 

 

パラメータ 

次の表で、グローバル RF ポートの設定パラメータについて説明します。 
 

パラメータ 説明 

RF Port 特定のカードの RF ポートを参照します。 

例：1/2 は、カード 1、ポート 2 を示します。 

Spacing さまざまなチャネル間の、チャネル中心周波数の間隔。 

Modulation 選択された QAM 出力を参照します（256 または 64）。 

Output Level QAM 出力を参照します。範囲はその他のパラメータによって異なります。 

Symbol Rate QAM 変調および ITU 標準に基づきます。 

Combined 
Carrier 

ポートをシングル/デュアル/クワッド チャネルに設定できます。 
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パラメータ 説明 

ITU Carrier 
Number 

このフィールドは、ご使用の Annex が ITU-B であり、標準の周波数プラ

ンを選択している場合のみ表示されます。 

例：北米では、チャネル 50 の中心周波数は 381 MHz に決められていま

す。最初のチャネル番号を選択すると、そのポートのチャネル 1 に対応す

る周波数がピックアップされます。残りの周波数は、チャネル間隔に応じ

て自動的に入力されます。これらの周波数に基づいて、残りのチャネル番

号が入力されます。 

注：チャネル番号には、一定の制限があります。 

Carrier Center 
Frequency 

チャネル 1 の中心周波数を選択できます。残りのチャネルは自動的に入力

されます。 

注： 

 チャネル番号には、一定の制限があります。 

 キャリアの中心周波数を変更すると、スプリアス出力を防ぐため、関連

ポートのすべてのキャリアが数秒間ミュートされます。 
 

QAM カード ビュー 
RFGW-1 シャーシは、最大 6 個の QAM ラインカードを搭載できます。 

QAM カードの確認  

次の説明に従って QAM カードを確認します。 
1 [QAMS] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、目的の QAM カードを選択します。 

結果：Web ビューに QAM カードの状態が表示されます。 
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QAM RF ポートの設定 
[QAM] の [RF Port Configuration] ビューには、グローバル QAM 設定ページ

の [RF Port Configuration] のパラメータが表示されます。次の画面を参照してく

ださい。 

 

パラメータ 

次の表で、[RF Port Configuration] のパラメータについて説明します。 
 

パラメータ 説明 
Card Index 
 

特定のカードの RF ポート カード インデックス。 

例：1/2 は、カード 1、ポート 2 を示します。 

Port Index 特定のカードの RF ポート インデックス。 

Encoding Type ITU 標準。 

Service Group ID 英数字のサービス グループの識別子。 

Channel Spacing さまざまなチャネル間の、チャネル中心周波数の間隔。 

Modulation 選択された QAM 出力（256 または 64）。 

Channel Output Level QAM 出力。範囲はその他のパラメータによって異なります。 

Channel Symbol Rate  QAM 変調および ITU 標準に基づく、シンボル レート。 

Port Control ポートをオンまたはオフにします。 

Combined Channels ポートをシングル/デュアル/クワッド チャネルに設定できます。 
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パラメータ 説明 
ITU Carrier Number このフィールドは、ご使用の Annex が ITU-B であり、標準の周波数プ

ランを選択している場合のみ表示されます。 

例：北米では、チャネル 50 の中心周波数は 381 MHz に決められてい

ます。最初のチャネル番号を選択すると、そのポートのチャネル 1 に対

応する周波数がピックアップされます。残りの周波数は、チャネル間隔

に応じて自動的に入力されます。これらの周波数に基づいて、残りのチャ

ネル番号が入力されます。 

注：チャネル番号には、一定の制限があります。 

Carrier Center 
Frequency 

チャネル 1 の中心周波数を選択できます。残りのチャネルは自動的に入

力されます。 

注：チャネル番号には、一定の制限があります。 
 

グローバル QAM チャネルの設定 
グローバル QAM チャネルの設定では、グローバル レベルで QAM チャネルを

設定することができます。次の画面を参照してください。 

 

パラメータ 

次の表で、グローバル QAM チャネルの設定パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明 

RFGW QAM Channel RFGW QAM チャネルは次の形式で表示されます。 

例：1/2.3 = カード 1、ポート 2、チャネル 3。 

SRM QAM Channel SRM QAM チャネルは次の形式で表示されます。 

例：1 = SRM チャネル 1 

ON ID オリジナル ネットワーク ID（範囲：0 ～ 65535）。 

TS ID トランスポート ストリーム ID（範囲：0 ～ 65535）。 

Mode チャネル モードは標準、連続、またはミュートを指定できます。

デフォルト設定は常にミュートです。 

Spectrum Inversion スペクトルは、標準またはスワップに設定できます。 



 

第 3 章    一般的な設定とモニタリング  
 
 

28 78-4025112-01 Rev E 

パラメータ 説明 

PRBS Stuffing 「On」設定が推奨されます。 

Application Mode ユーザは、ビデオ、データ、SDV、NGOD などのさまざまなネッ

トワーク シナリオを設定できます。 

Interleave Depth インターリーブ深度を選択できます。 

PMT Rate デフォルト設定が推奨されます。 

PAT Rate デフォルト設定が推奨されます。 

DTI Offset チャネルがデータ モードに設定されたときのタイミング オフ

セット。 

注：1 行の値を変更してから、[Update All Rows] をクリックすると、すべての

値が更新されます。 

追加設定 

RFGW-1 は必要に応じて適用する複数の追加設定パラメータを提供します。 

次のパラメータはシステム リリース 5.1.x. で追加されます。 

パラメータ 説明  
Automatic Configuration 
Save 

イネーブルの場合、RFGW-1 に適用された設定変更はデータベー

スに自動的に保存されます。 

Pre Encrypted Type 暗号化前のストリームがルーティングされると、SI テーブルが正

しくルーティングされるように、正しい CA システムが選択され

る必要があります。 

MPTS Defaults （ストリーム マップで）MPTS ソースからセッションを作成する場

合、デフォルトの動作として、出力 PAT を再生成するように、ま

たは MPTS 全体をそのまま渡すように設定できます。 
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QAM チャネル レベルの設定 
[QAM Configuration] のチャネル レベルのビューには、グローバル QAM 設定

ページの [QAM Channel Configuration] のパラメータが表示されます。次の図

は、[QAM Channel Configuration] 画面を示します。 

 

パラメータ 

次の表で、[QAM Channel Configuration] のパラメータについて説明します。 

パラメータ 説明 
Card Index QAM カードを識別します。 

Port Index QAM カードに選定された RF ポートを識別します。 

Channel Index QAM カードのポートのチャネル番号を識別します。 

Encoding Type ITU 標準を参照します。 

Original Network ID オリジナル ネットワーク ID。 

Transport Stream ID トランスポート ストリーム ID を変更できます。 

Channel Mode チャネル モードは標準、連続、またはミュートを指定できます。デフォ

ルト設定は常にミュートです。 

Channel Spectrum 
Inversion 

スペクトルは、標準またはスワップに設定できます。 

Channel PRBS 
Stuffing 

スタッフィング パケットを疑似ランダム バイナリ シーケンスで満

たします。この設定は、受信デバイスのロックを強化するために推奨

されます。 

Channel Application 
Mode 

チャネル モードを選択できます。 

Channel Interleave 
Depth 

インターリーブ深度を選択できます。 

Channel PMT Rate デフォルト設定が推奨されます。 

Channel PAT Rate デフォルト設定が推奨されます。 
 



 

第 3 章    一般的な設定とモニタリング  
 
 

30 78-4025112-01 Rev E 

GbE インターフェイスの設定 

GbE インターフェイスの動作モード 
RF ゲートウェイ 1 には 4 つの物理 GbE 入力ポートがあり、アップストリー

ム ネットワークからビデオおよびデータ ストリームを受信します。これらの

ポートは、独立して使用する（4 ポート独立モード）か、または入力の冗長性を

実装するように設定する（デュアル ポート ペア モード）ことができます。 

ソフトウェア リリース 02.02.11 以降では、RF ゲートウェイ 1 は、4 つの物理

ポートが独立して動作するように設定できます。このモードでは、冗長性オプショ

ンは使用できません。このモードでは、各ポートはハード コード MAC アドレ

スを維持します。 

4 ポート独立モード  

4 ポート独立モードでは、RF ゲートウェイ 1 は 4 つの物理ポートが独立して

動作するように設定できます。このモードでは、冗長性オプションは使用できま

せん。このモードでは、各ポートはハード コード MAC アドレスを維持します。

4 つすべてのポートが同じ IP サブネットに属することも、異なる IP サブネッ

トに属することもできます。 

4 ポートの独立モードでは、RFGW-1 で「Ingress-All」設定がイネーブルであれ

ば、ユニキャスト ストリームに対する冗長性がサポートされます。[Ingress-All] 
がディセーブルの場合は、設定されたすべてのセッションで、指定された入力ポー

トでしかトラフィックを受信できません。 

4 ポート独立モードでは、マルチキャスト ストリームに対する冗長性をサポート

していません。マルチキャスト セッションは、1 個の入力ポートだけでトラ

フィックを受信するように設定できます。 

4 ポート独立モードでのユニキャスト ストリームの Ingress-All 動作 

ユニキャスト ストリーム セッションの場合、入力ストリームは 4 個の入力ポー

トのいずれでも受信できます。セッションは、ストリームが最初に検出された入

力ポートにラッチします。現在ストリームを受信しているポートで入力の損失が

発生した場合、セッションは自動的にストリームが利用可能な別のポートを検出

し、そのポートに切り替えることを試行します。トラフィックを受信している入

力ポートが存在しない場合、いずれかのポートがトラフィックの受信を開始する

まで、ストリームをシャット ダウンします。 

4 ポート独立モードでの Source Specific Multicast 動作 

RFGW-1 で、入力ストリームを複数の送信元 IP アドレスとしてマルチキャスト 
セッションを設定している場合、RFGW-1 は、入力ストリームを受信するまで、

指定された順序（プライマリ、セカンダリ、ターシャリ、クォータナリ）で繰り

返し送信元を試行します。 
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デュアル ポートペア モード 

ポートペア モードでは RF ゲートウェイ 1 は次のように冗長性を実装するた

めに事前設定されています。4 個の入力ポートは、2 つの冗長ポートペアとして

動作するように設定されます。 

 GbE ポートペア 1 は、物理ポート 1 および 2 で構成されます（いずれか一

方がプライマリとして、もう一方がバックアップとして設定されます）。 

 GbE ポートペア 2 は、物理ポート 3 および 4 で構成されます（いずれか一

方がプライマリとして、もう一方がバックアップとして設定されます）。 

デュアル ポートペア モードで稼働している場合、ペアのうちいずれか一方の物

理 GBE ポートのみを入力トラフィックの受信用に使用できます（ただし、後述

のストリーム冗長性検出モードでは、ペアの両方のポートをマルチキャスト スト

リームの受信に使用できるため、これは除きます）。このポートは、ポート ペア

のアクティブ ポートと呼ばれます。現在のアクティブ ポートで障害が発生した

場合、RF ゲートウェイ 1 は次の物理ポートにフェールオーバーします。 

GbE ポート冗長性のネットワーク運用を容易にするために、RF ゲートウェイ 1 
は、各ポートペアに対して、単一のユーザ設定可能なビデオ/データ IP アドレス

を実装しています。ビデオ/データ IP アドレスは、ポートペアのアクティブ ポー

トによって想定されます。アクティブ ポートからバックアップ ポートへの

フェールオーバーが発生すると、バックアップ ポートはアクティブになり次第、

ビデオ/データ IP アドレスを想定します。すべての動作モードで、RF ゲート

ウェイ 1 宛てのどのユニキャスト ストリームも、特定のポートペアのビデオ/
データ IP アドレスに対して送信される必要があります。RF ゲートウェイ 1 は
レイヤ 2 アドレスを実装していません。各物理 GbE ポートには、ユーザ設定で

きないスタティック MAC アドレスが割り当てられています。このため、特定の

ポートペアのアクティブ物理ポートは、ポートペアのビデオ/データ IP アドレス

を想定しますが、一意の固有ハードコード MAC アドレスを保持します。 

オペレータは、冗長性に関して、次のような複数のユーザ設定可能オプションを

使用できます。 

- 自動または 手動による操作 

- リバーティブまたは 非リバーティブ 

- 検出モード 

手動冗長モード 

ペアのアクティブ ポートは、ユーザによって設定され、ユーザによって再度変更

するまで固定されます。これはポートまたはネットワーク ステータスには依存し

ません。アクティブ ポートは最初のペアではポート 1 または 2 のいずれか、2 
番目のペアではポート 3 または 4 のいずれかになります。 
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自動冗長モード 

これは、入力ポートのデフォルトの冗長モードです。自動冗長モードで動作する

場合、RFGW-1 は、ポートおよび（または）ネットワークの状態に基づいて動的

にアクティブ ポートを選択します。ユーザは、ペアの現在のアクティブ ポート

が変更されるトリガーを設定できます。トリガーは検出モードと呼ばれます。3 つ
の検出モードが使用可能です。 

 イーサネット リンク 

 イーサネット リンク + UDP/L2TPv3 パケット 

 イーサネット リンク + UDP/L2TPv3 パケット + TS ソケット 

イーサネット リンク 

現在のアクティブ ポートは、そのポートでリンク損失（ケーブルの切断または相

手側のポートのシャットダウン）が起こるまでアクティブのままになります。リ

ンク損失が検出されると、RFGW-1 は、もう一方の使用可能なポートをアクティ

ブにしようとします。両方のポートでリンクが存在しない場合、最後のアクティ

ブ ポートが、いずれかのポートでリンクが検出されるまでアクティブのままとな

ります（当然入力は受信しません）。 

プライマリ ポートおよびバックアップ ポート 

ポート ペアのプライマリ ポートとは、初期化中（例：ブートアップ時、または

冗長性を手動から自動に変更するとき、またはポート ペアの検出モードを変更す

るとき）に RFGW-1 がアクティブにしようとするポートです。ユーザは、ポー

トのどちらかをペアのプライマリ ポートとして選択できます。プライマリではな

いもう一方のポートは、バックアップ ポートと呼ばれます。 

たとえば、次のシナリオを考慮してください。 

ポート ペア 1 のプライマリ ポートにポート 2 が設定されており、検出モード

がイーサネット リンクに設定されているとします。この場合、ブートアップ時は

次のようになります。 

ペア 1 のポートのリンク ステータス 
アクティブ ポート 

ポート 1 およびポート 2 両方のリンクがアップ。 ポート 2 

ポート 1 のリンクがアップ。ポート 2 のリンクがダウン。 ポート 1 

ポート 1 のリンクがダウン。ポート 2 のリンクがアップ。 ポート 2 

ポート 1 およびポート 2 のリンクがダウン。 ポート 2 
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Revert to Primary Port 

「プライマリへの復帰」は、RFGW-1 がイーサネット リンク検出モードで実行さ

れているときに使用できる機能です。これがイネーブルの場合、現在のアクティ

ブ ポートがバックアップ ポートであれば、RFGW-1 は定期的にプライマリ 
ポートのリンク ステータスをチェックします。リンクが回復していることを検出

すると、（依然としてバックアップにリンクが存在している場合でも）アクティ

ブ ポートはプライマリ ポートに変更されます。検査期間は、1 秒～ 5 分の間で

任意に設定できます。 

イーサネット リンク & UDP/L2TPv3  

現在のアクティブ ポートは、そのポートでリンク損失（ケーブルの切断または相

手側のポートのシャットダウン）またはトラフィック損失（UDP/L2TPv3 パケッ

トが存在せず、入力ビットレートが 0）が起こるまでアクティブのままになりま

す。リンク損失が検出されるか、UDP/L2TPv3 損失が検出されると、RFGW-1 は、

もう一方の使用可能なポートをアクティブにしようとします。 

両方のポートでリンクが存在しない場合、最後のアクティブ ポートがアクティブ

のままとなります。両方のポートが接続性を維持していながら、いずれもトラ

フィックを受信していない場合、RFGW-1 は継続的にアクティブ ポートを変更

し続けてトラフィックをモニタリングし、最初にトラフィックを受信したポート

にロックします。 

入力ポートがこの検出モードで動作しているときは、プライマリへの復帰はサ

ポートされません。 

「イーサネット リンク」および「イーサネット リンク & UDP/L2TPv3」モードで

の Source Specific Multicast 動作 

SSM 動作は「4 ポート独立モード」に似ています。ただし、ペアの現在のアクティ

ブ ポートで送信元が試行される点が異なります。SSM 動作は、手動冗長モード

でも同じように機能します。 

イーサネット リンク & UDP/L2TPv3 & TS ソケット 

この検出モードは、「ストリーム冗長性」動作モードとも呼ばれます。これは、マ

ルチキャスト入力ストリームを除き、「イーサネット リンク & UDP/L2TPv3」
モードと同様に動作します。 

ユニキャスト ストリームは「イーサネット リンク & UDP/L2TPv3」モードと

同じように機能し続けます。ポート ペアの仮想 IP アドレスは、現在のアクティ

ブ ポートだけを介してユニキャスト トラフィックを受信し続けます。 

マルチキャスト ストリームの場合、両方のポートがアクティブとして動作します。

つまり、入力は現在のアクティブ ポートに関係なく、バックアップ ポートまた

はプライマリ ポートで受信できます。マルチキャスト入力ストリームでは、仮想 
IP アドレスは適用されません。ポート ペアの両方のポートは、それぞれの物理 
IP アドレスでマルチキャスト トラフィックを受信します。 
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両方のポートが同時にトラフィックを受信するように使用できるため、マルチ

キャスト入力ストリームは、可用性に基づいていずれのポートでもアクティブに

できます。ストリームがいずれのポートで利用可能かに基づいて、（ポートペア

の）異なるポート上で、異なるセッションを設定できます。 

ストリームを設定すると、利用可能であれば最初にプライマリ ポートで取得しま

す。設定がプライマリ ポートで利用可能でない場合は、利用可能であればバック

アップ ポートで取得します。現在バインドされているポートでストリームが損失

した場合、RFGW-1 は自動的にもう一方のポートへストリームをスイッチオー

バーします。（ポート ペアの）両方のポートでストリームが利用できない場合は、

いずれかのポートで利用可能になるまで、2 つのポート間の切り替えが続行され

ます。 

マルチキャスト ストリームの IGMP Join は、1 ポートまたは両方のポートに送

信でき、次の「マルチキャスト加入ポート」を使用して設定できます。 

 単一ポート 

 デュアル ポート 

単一ポートでのマルチキャスト加入 

このモードでは、IGMP join はストリームがアクティブになっているポートにだ

け送信されます。ストリームが両方のポートで利用できない場合は IGMP は（ス

トリームが両方のポート間で切り替えられているため）現在試行されているポー

トに送信されます。このモードは、ユーザが不要なトラフィックの受信を制限す

る場合に役立ちます。 

両方のポートでマルチキャスト加入 

このモードでは、いずれのポートでストリームがアクティブであるかに関係なく、

IGMP join はペアの両方のポートに送信されます。デュアル加入モードで稼働し

ていると、損失の場合では、ストリームの切り替え時間が向上します。また、ユー

ザは GUI ページから、トラフィックが代替ポートで受信されており、入力損失

の場合にはスイッチオーバーできる状態であることを確認できます。 

マルチキャスト ストリームのプライマリ ポートへの復帰 

「ストリーム冗長性」では、イーサネット リンク + UDP/L2TPv3 トラフィック

動作モードと同様に、プライマリ ポートのアクティブ ポートへの復帰はサポー

トされていません。 

ただし、手動によるプライマリ ポートへのマルチキャスト入力ストリームの復帰

はサポートされています。このオプションが選択された場合、バックアップ ポー

トでアクティブなすべてのマルチキャスト入力ストリームは、プライマリ ポート

で強制的にアクティブにされます。ストリームがプライマリ ポートで利用できな

い場合は、再びバックアップ ポートに切り替わってアクティブになります。また、

ユーザは、[Periodic revert to primary for multicast streams] オプションを使用し

て、この動作を 1 時間ごとまたは毎週にスケジュール設定できます。 
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「ストリーム冗長性」動作モードでの Source Specific Multicast 動作 

SSM 動作は、4 ポート独立モードおよびその他のデュアル ポート ペア モード

とは若干異なる動作を行います。 

このモードでは、ペアの両方のポートでトラフィックが受信されるため、両方の

ポートで特定の送信元 IP が試行されてから、その他の送信元が試行されます。 

たとえば、セッションが 4 つの送信元を設定してペア 1 で作成された場合、

RFGW-1 は、ペア 1 のプライマリ ポートのプライマリ ソースにストリームを

バインドしようとします。この送信元が利用可能な場合は、ロックされます。た

だし、これが利用できない場合、同一のプライマリ ソースをバックアップ ポー

トにバインドしようとします。両方のポートでプライマリ ソースが利用できない

場合は、最初にプライマリ ポートでセカンダリ ソースが試行され、それが利用

できなければバックアップ ポートが試行されます。このように、次の送信元 IP 
に切り替える前に両方のポートが試行されます。RFGW-1 がストリーム冗長モー

ドで動作している場合は、送信元の切り替えよりもポートの切り替えのほうが優

先されます。 

デュアル ポート ペア モードでのユニキャスト ストリームの Ingress-All 動作 

RFGW-1 で「Ingress-All」設定がイネーブルの場合、ユニキャスト ストリーム

はペア 1 またはペア 2 の現在アクティブなポート（仮想 IP）のいずれでも受信

できます。ユニキャスト ストリームがペア 1 のアクティブ ポートで失われた場

合、ペア 2 のアクティブ ポートで設定が取得されます。逆も同様です。実際に

は、ユニキャスト ストリームは入力ポートを 2 つ持つことになります。 

ネットワークのデバッグと接続のテストでは、4 つの各 GbE 入力ポートについ

ても IP アドレスをユーザ設定でき、ping に応答します。GbE 入力ポートにデ

フォルト ゲートウェイは設定できないため、ping の送信元ネットワークへのス

タティック ルートを GbE ポートに追加して、レイヤ 3 ネットワークを介して 
ping に応答できるようにする必要があります。スタティック ルートは、GUI を
使用して [System]/[ARP & Routes] ページで追加できます。 

Gratuitous ARP は、ポートペアのアクティブな GbE ポートでイネーブルにでき

ます。Gratuitous ARP を使用して、RF ゲートウェイ 1 は仮想 IP アドレスだ

けをネットワークに認識させます。レイヤ 2 では、RF ゲートウェイ 1 は、物

理アクティブ ポートの一意の MAC アドレスをアドバタイズします。

Gratuitous ARP 機能では、仮想インターフェイスおよび物理インターフェイスの

両方に対して ARP を生成します。 
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GbE インターフェイスの設定 
GbE 入力ポートの設定を変更する 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 該当するフィールドに、IP アドレスとサブネット マスクの設定を入力しま

す。 
3 [Negotiation Mode] フィールドで、ドロップダウン ボックスを使用してモー

ド（[On] または [Off]）を選択します。 
注：ほとんどのアプリケーションでは [On] が推奨されます。電気 SFP の場

合は必須です。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 [Save] をクリックします。 
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GbE ポートの動作モードの設定 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 [GbE Data Port Mode] フィールドで、[Four Port Independent] または [Dual 

Port Pairs] を選択します。 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
 

GbE ポート ペア モードのビデオ/データ IP アドレスの設定 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 
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結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 [Video/Data IP] フィールドに、IP アドレスを入力します。これは、ビデオ/

データのストリーミングに使用する GbE ポート ペアの「仮想」IP アドレス

です。 
3 [Apply] をクリックします。 
4 [Save] をクリックします。 
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ポート ペア モードの冗長性の設定 
1 [System]/[IP Network] ページに移動します。 

結果：[IP Network] ページが表示されます。 

 
2 [Redundancy Mode] フィールドで、目的のモードを選択します。 

a 自動モードでは、バックアップ ポートへの自動フェールオーバーをイ

ネーブルにします 
b 手動モードはアクティブ ポートを強制します 

3 [Primary Port] フィールドで、ポートペアごとにどの GbE 入力をプライマリ 
ポートとして割り当てるかを指定します。 

4 [Detection Mode] フィールドで、目的のフェールオーバー条件の設定を選択

します。 

 イーサネット リンク（検出モードにリンク損失を使用） 

 イーサネット リンクと UDP または L2TPv3 パケット（検出モードに 
UDP ビデオまたは L2TPv3 データ パケットの損失を追加） 

 イーサネット リンクと UDP または L2TPv3 パケットおよび TS ソ
ケット（マルチキャスト入力の冗長性をストリーム レベルに向上） 



 

第 3 章    一般的な設定とモニタリング  
 
 

40 78-4025112-01 Rev E 

 

5 [Multicast Join ports] フィールドで、マルチキャスト ストリームの IGMP 
Join を単一ポートまたは両方のポートに送信するかどうかを設定します。こ

のフィールドが該当するのは、検出モードが「イーサネット リンク & 
UDP/L2TPv3 パケット & TS ソケット」に設定されている場合のみです。 

6 [LOS Timeout] フィールドで、アクティブ ポートから非アクティブ ポート

へのフェールオーバー時間を設定します。 
7 自動復帰を希望する場合は、[Revert to Primary] フィールドで、パラメータ

を [Enabled] に設定します。このフィールドは、検出モードが「イーサネッ

ト リンク & UDP/L2TPv3 パケット & TS ソケット」に設定されている場合

は該当せず、ディセーブルになります。 
8 [Revert Check Time] フィールドで、復帰が開始されるまでの、プライマリ 

ポートのアップタイム範囲を入力します。 
注：有効な範囲は 0 ～ 300 秒です。 

9 [Apply] をクリックします。 
10 [Save] をクリックします。 
 

マルチキャスト ストリームのプライマリ ポートへの復帰の設定 
1 [System]/[Input Redundancy Revert] ページに移動します。 

結果：[Input Redundancy Revert] ページが表示されます。 

 
2 [Schedule Revert To Primary Gbe Port] をオンまたはオフにして、自動復帰を

イネーブルまたはディセーブルにします。 
3 復帰タイプを次のいずれか 1 つに選択します。 

- Revert on These Days 

- Revert Every "X"hours。 
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4 「Revert on These Days」を選択した場合は、復帰が行われる日の日付と時刻

を設定します。 
5 または「Periodic Revert」を選択した場合は、復帰期間を選択します。 

注：有効な期間は 1、2、3、4、6、12、24 時間です。 
6 [Apply] をクリックします。 
7 [Save] をクリックします。 

 注：ユーザは、[Revert to Primary Now] ボタンをクリックすることで、プラ

イマリへの即時復帰を実行することもできます。 
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ARP およびルートの設定 
管理および GBE インターフェイスのネットワーク接続を容易にするために、RF 
ゲートウェイ 1 はスタティック ルートおよび ARP エントリを作成できます。

スタティック ルートは、ネットワークにないデバイスをネットワークに接続しま

す。たとえば、GbE インターフェイス上で別のネットワーク上にあるデバイスか

らのマルチキャスト セッションをサポートするには、スタティック ルートが必

要なことがあります。スタティック ARP は、ARP 要求に応答していないデバ

イスへの接続を提供します。ネットワーク設定と要件によっては、スタティック 
ARP またはルートが、管理または GbE インターフェイスのいずれかで必要にな

る場合があります。 

ARP およびルート エントリを設定する 
1 [System]/[ARP & Routes] ページに移動します。 

結果：[ARP & Routes] ウィンドウが表示されます。 

 
2 Web インターフェイスで適切なパラメータを入力します。 
3 [Add] をクリックします。 
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クロックの設定 
RF ゲートウェイ 1 は、システムで正確な時間を取得し、維持するためのさまざ

まな設定オプションを複数提供しています。これらのオプションには、ネットワー

ク タイム サーバとの同期や、オンボード リアルタイム クロック（RTC）から

の時間取得が含まれます。 
 

リアルタイム クロックの設定 
RF ゲートウェイ 1 には、バッテリ バックアップを備えたオンボードのリアル

タイム クロック（RTC）が備わっており、システム時刻の提供に使用できます。

RTC は Web インターフェイスを使用して手動で設定することも、SNTP サー

バから取得されたネットワーク時刻に合わせて更新するように設定することもで

きます。[Synchronize With Server] パラメータは、RTC 同期の動作を制御する

ために使用されます。[Disabled] に設定されている場合、RF ゲートウェイ 1 は
起動時に RTC からシステム時刻を取得します。いったん設定すると、内部シス

テム クロックは RTC が変更されるまで、独立して動作します。[Clock 
Configuration] ページでは、次のユーザ設定可能なオプションが提供されていま

す。 

 Current Time 

 New Time  

 Synchronize with Server 

リアルタイム クロックを設定する 
1 [System]/[Clock] ページに移動します。 

結果：[Clock Configuration] ページが表示されます。 

 
2 [New Time] フィールドに、年、日付、および現在の時刻を入力します。 

例：2008/06/17/0052:26 
3 [Apply] をクリックします。 
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結果：[Update Success] ウィンドウが表示されます。 

 
 

4 [OK] をクリックします。 
結果：時刻は、[Current Time] ウィンドウに表示されます。 

 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNTP） 
[Synchronize With Server] が [Enabled] に設定されている場合、RF ゲートウェ

イ 1 は、[Clock Configuration] ページで IP アドレスにより指定されている 
SNTP サーバのいずれか 1 つから、ネットワーク時刻を取得しようと試行します。

SNTP サーバとの通信に成功すると、RTC および内部システム クロックが更新

されます。両方の SNTP サーバとの通信が失敗した場合は、内部システム クロッ

クは RTC から取得した値に更新されます。同期間隔の残りの時間は、システム

は RTC にもネットワーク サーバにも依存せず、独自に動作します。次の同期間

隔の開始時に、システムは再度ネットワーク タイム サーバとの同期を試行し、

それに応じてシステム クロックを設定します。 

RTC 用の SNTP サーバを設定する 
1 [System]/[Clock] ページに移動します。 

結果：[Clock Configuration] ページが表示されます。 

 
2 [Synchronize with Server] を [Enabled] に設定します。 
3 [Main SNTP Server IP Address] フィールドに、xx.xx.xx.xx の形式で IP アド

レスを入力します。 



 

 
 クロックの設定 
 

78-4025112-01 Rev E 45 
 

4 [Backup SNTP Server IP Address] フィールドに、xx.xx.xx.xx の形式で IP ア
ドレスを入力します。 

5 [SNTP Mode] フィールドで、[Unicast] を選択します（マルチキャストはサ

ポートされていません）。 
6 [Time Zone] フィールドで、現在の場所に応じて正しいタイム ゾーンを選択

します。 
7 [Synchronization Interval] パラメータは、RF ゲートウェイ 1 がシステム ク

ロックと RTC をネットワーク時刻に再同期する間隔を指定します。SNTP 
との同期レートを分単位で設定します。デフォルトは 1440 分、つまり 24 時
間です。 

8 [Synchronization Timeout] パラメータは、RF ゲートウェイがネットワーク 
タイム サーバからの応答を待つ時間を指定します。タイムアウト値を秒単位

で設定します。 
9 [Apply] をクリックします。 
10 ネットワーク同期を強制するには、[Synchronize Now] をクリックします。

これにより、システム時刻と RTC が設定されます。 
11 [Save] をクリックします。 

結果：次回のシステムリブート時に、システム時刻が [Synchronization 
Interval] 設定に基づいて、定期的な間隔で表示されます。 

パラメータ 

次の表で、クロックの設定パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明  
Current Time システムの現在の時刻。 

New Time システムの新しい時刻。 

Synchronize with Server 時間を同期するソースを指定します（ネットワーク タイム サーバ

またはオンボード リアルタイム クロック）。 

Main SNTP Server IP 
Address 

メイン SNTP サーバの IP アドレス。 

Backup SNTP Server IP 
Address 

バックアップ SNTP サーバの IP アドレス。 

SNTP Mode 必ずユニキャストに設定します。 

Time Zone (Offset from 
UTC) 

UTC 時刻からのオフセットを設定するために使用します。 

Synchronization Interval システムが、システム クロックと RTC をネットワーク時刻に再

同期する間隔を指定します。 

Synchronization Timeout RF ゲートウェイが回答をネットワーク タイム サーバからの応答

を待つ時間を指定します。 

Last Synchronized Time 最後に正常にネットワーク同期が実行された時間を示します。 
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追加設定 

RF ゲートウェイ 1 は必要に応じて適用する複数の追加設定パラメータを提供

します。 

次のパラメータにアクセスするには、[System]/[System Configuration] ページに

移動します。 

パラメータ 説明  
Gratuitous ARP State Gratuitous ARP パケットの定期的な送信をイネーブルまたはディ

セーブルにします。 

Gratuitous ARP Time Gratuitous ARP パケットの間隔。 

Dejitter Buffer Depth ジッター解除バッファによる平均パケット遅延を指定します。この

デフォルト値は 150 ミリ秒で、範囲は 5 ～ 400 ミリ秒です。こ

の深度は PCR 間隔 + ネットワーク ジッターよりも大きくする

必要があるため、注意してください。 

Network PID ネットワーク PID 範囲 1 ～ 8190 が使用できます。 

Insert Network PID 
reference in PAT 

PAT へのネットワーク PID の挿入をイネーブルまたはディセー

ブルにします。 

Gbe Port CRC Alarm Set 
Threshold 

5 秒間のウィンドウ内で指定されているアラーム設定のしきい値

範囲は 1 ～ 4294967295 です。 

Gbe Port CRC Alarm 
Clear Threshold) 

5 秒間のウィンドウ内で指定されているアラーム クリアのしきい

値範囲は 1 ～ 4294967295 です。 

Begin Scrambler Alarm 
Debounce 

指定されているスクランブラ アラームのデバウンス開始の範囲

は、0 ～ 20 秒です。 

End Scrambler Alarm 
Debounce 

指定されているスクランブラ アラームのデバウンス終了の範囲

は、0 ～ 120 秒です。 
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RF ゲートウェイ 1 のモニタリング 

[Summary] タブ 
[Summary] ページには、RF ゲートウェイ 1 のスナップショットが表示されま

す。次の図に、[Summary] 画面を示します。 

 

[Output Bandwidth] パネル 

[Output B/W] パネル（左上）は、各キャリア帯域幅を示します。 
1 [Display Mode] ボックスで [Sessions] をクリックします。 

結果：各キャリアのセッション数が表示されます。 

[Input Bandwidth] パネル 

[Input B/W]（中央左）パネルは、各ギガビット ポートの帯域幅を示します。各

ポートの下のドットは、ポートがアクティブ（緑）か非アクティブ（グレー）か

を示します。 

[Statistics] パネル 

[Statistics] パネル（中央）は、各入力 GbE のポートの詳細を示します。最初の

行には、最後のリブート以降の累積データ、2 行目には現在のレートが示されま

す。 
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[Alarms] パネル 

[Alarms] パネル（中央右）では、何らかの大きなエラーを素早く知ることができ

ます。アラームをクリックすると、より詳細な情報が提供されます。 

背面パネル  

 緑：部品が挿入され、システムにより認識されています。 

 赤：部品は存在しますが、何らかのエラーがあります。この場合、GbE 2 で
リンクが検出されていません。 

 灰色：部品が存在しません。この場合、GbE ポート 3 が接続されていません。 
 

[Monitor] タブ 
RF ゲートウェイ 1 は、システムの現在のステータスをモニタリングするために、

さまざまな機能を提供します。[Monitor] タブでは、次をモニタリングするため

のユーティリティが提供されています。 

 入力ストリーム（つまり、ストリームのアクティビティ、入力のビットレー

ト） 

 出力ストリーム（つまり、キャリアごとのストリームのマッピング、プロビ

ジョニングされたビットレートごと） 

 プラットフォーム関連のデバイスおよびインベントリ情報 

 データ固有のモニタリング（つまり、DOCSIS sync の存在） 

 DTI サーバ接続とステータス 

 リソース使用率（つまり、CPU およびメモリ使用率など） 
 

入力モニタリング 

[Monitor] タブでは、入力ポートをモニタリングするためのユーティリティが提

供されています。入力ポートの統計情報は、[Monitor] タブのメインページから

アクセスできます。各 GbE ポートについて、次のステータス情報が提供されま

す。 

 プライマリおよびアクティブ ポート 

 リンク ステータス 

 UDP または L2TPv3 パケット 

 MPEG コンテンツの存在 

 受信ビットレート 

 CRC エラー レート（5 分ごと） 

 受信および送信パケット数 
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次の図に、[Monitor]/[Main] ページの画面を示します。 

 

[Monitor]/[Input] ページには、入力で検出された各 MPEG トランスポート ス
トリームの情報を含む、MPEG トランスポート ストリーム固有の情報を提供し

ます。ストリームは、フィルタリングして入力ポートごとに表示できます。 

次の図に、[Monitor/Input] 画面を示します。 

 

パラメータ 

次の表で、入力モニタリングパラメータについて説明します。 

パラメータ 説明  
Type ストリームのタイプ（SPTS、MPTS、プラントまたはデータ）を参照します。 

GbE Port ストリームの GbE ポート。 

Destination IP 
Address 

ストリームの宛先 IP アドレス。マルチキャスト ストリームの場合、マル

チキャスト アドレスです。 

Source IP Address ストリームの送信元 IP アドレス。マルチキャストの場合、0.0.0.0 です。 
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Status ストリームの状態について説明します。 

 [Stream active]：ストリームはビデオ ソースにバインドされ、アクティ

ブです。 

 [Input Loss]：ストリームはマッピングされていますが、ビデオはありま

せん。 

 [Wait for PAT]：ストリームはマッピングされていますが、PAT を待っ

ています。 

 [Wait for PMT]：ストリームはマッピングされていますが、PMT を待っ

ています。 

 [Content Loss]：ストリームのコンテンツ損失が検出されました。 

 [Bad Input]：入力ストリームの問題で SI 変更が多数見つかりました。 

 [Wait on Content]：ストリーム コンテンツの到達が保留されています。 

 [Input PID Conflict]：入力ストリームに PID の競合が含まれます。 

Input Program 
Number 

入力ストリームのプログラム番号。 

Input PMT PID ストリームの PMT の PID。 

Input PCR PID ストリームの PCR の PID。 

Total Elementary 
Stream PIDs 

入力 PID の数。SPTS および MPTS によって異なります。 

Input Bitrate 入力プログラム ストリームのビットレート。 

 

MPTS ストリームの場合、[Details] ボタン（[Program Number] パラメータ下の

最初のボタン）で、エレメンタリ ストリームに関する追加情報が表示されます。

次の画面が表示されます。 
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Device Information 

RF ゲートウェイ 1 では、次のプラットフォーム関連デバイス情報が利用可能で

す。 

 温度 

 電源電圧 

 ファンの回転速度計の読み取り 

 リソース使用率（V2.1.9） 

上記のコンポーネントの現在のステータスがモニタされ、正常な動作のしきい値

を超えると、システムでアラームが生成されます。詳細については、「RF ゲー
トウェイ 1 の障害管理」（60 ページ）を参照してください。 
 

Inventory 
[Inventory] ページには、システム コントローラ ボードのアクティブなソフト

ウェアおよびハードウェア リビジョン、およびシステムのホットスワップ可能コ

ンポーネントについてのステータス情報が含まれます。次の図に、[Inventory] 画
面を示します。 

 

パラメータ 

次の表で、インベントリ パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明  
Device RF ゲートウェイ 1 のシステム コンポーネント。 

Slot デバイスのスロット番号。 

Status デバイスの有無を参照します。 

Software Version デバイスのソフトウェア バージョン。 

Hardware Version デバイスのハードウェア バージョン。 
 



 

第 3 章    一般的な設定とモニタリング  
 
 

52 78-4025112-01 Rev E 

Output Monitoring 

[Output Monitoring] ページは、入力のトランスポート ストリームが出力の 
QAM リソースにどのようにバインドされているかについての情報を提供します。

[Input] パラメータの下の [Details] ボタンで、特定の出力セッションに関連する

入力ストリームに関する追加情報が表示されます。次の画面を参照してください。 

 

パラメータ 

次の表で、出力パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明  
Session ID 出力セッションの ID。 

Type セッションのタイプ（SPTS、MPTS、プラントまたはデータ）を参照します。 

RFGW QAM 
Channel 

特定のセッション ID の出力 QAM チャネル。 

SRM QAM 
Channel 

SRM のチャネル ID。 

Output Bitrate セッションの出力ビットレート。 

Status セッションの状態について説明します。 

 [Unbound]：セッションはアクティブではありません。 

 [Bound]：セッションはアクティブで、出力の QAM リソースにバインドさ

れています。 

 [Bad input]：このストリームに関連付けられた入力ストリームが無効です。 

GbE Port 出力セッションに関連付けられた入力ストリームの GbE ポート。 

Destination IP 
Address 

ストリームの宛先 IP アドレス。マルチキャスト ストリームの場合、マルチ

キャスト アドレスです。 

UDP Port セッションに関連付けられた入力ストリームの UDP ポート。 

Output セッションの出力プログラム番号、PMT PID、および PCR PID を参照します。 
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パラメータ 説明  
Input 出力セッションに関連付けられた入力ストリームについての詳細を提供しま

す。 
 
 
 
 
 

Session Refresh 
RFGW-1 は、MPTS のいずれかの ES または PMT pid が、同じ MPTS 内です

でに使用されている pid と同じ場合に、PID 競合アラーム（[Alarms/Events] セ
クション）を生成します。ユーザの責任において、MPTS の pid を一意にして

ください。pid の競合アラームをクリアするには、DCM などのソースでの入力 
pid の競合を解決するだけでなく、次のスクリーン ショットに示すように関連付

けられているセッションをリフレッシュすることも必要です。セッションをリフ

レッシュする前に pid の競合を解決する必要があることに注意してください。 

一度入力 PID の競合が検出されると、競合にかかわるサービスは出力にルー

ティングされません。 

セッションをリフレッシュする手順 
競合が存在する MPTS の IP アドレスを見つけます。 

 
 

入力モニタ ページを表示して、MPTS が入力 pid の競合を表示していることを

確認します。 

 

出力モニタ詳細ページを検索して、pid の競合が発生しているセッションを見つ

けます。 
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出力モニタ詳細ページの下部にある [Display Session] ボタンをクリックして、

リフレッシュするセッションを表示します。 

 

出力モニタ詳細ページの下部にある [Session Refresh] ボタンをクリックして、

pid 競合アラームをクリアし、ストリームをアクティブにします。すべてのセッ

ションをリフレッシュすると、関連する出力キャリアのサービスが短時間中断さ

れることに注意してください。 
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[Refresh All Sessions] ボタンをクリックすると、すぐにダイアログ ボックスが

表示されます。 

 

 

 

 
PID の競合がヘッドエンド デバイスで解決されると場合、セッションのリフレッシュ後、

PID 競合アラームはクリアされます。[Input Monitor] ページの状態は、セッション

のリフレッシュが完了するまで [Active] に変更されません。入力 PID の競合が解決

しても、セッション リフレッシュのボタンがクリックされていなければ、[Input 
Monitor] ページの状態は [Input PID conflict] のままです。 

 

データのモニタリング 

[Data Monitoring] ページは、入力のデータ ストリームが入力の QAM リソー

スにどのようにバインドされているかについての情報を提供します。次の図に、

[Data Monitoring] 画面を示します。 
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パラメータ 

次の表で、データ パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明  
Output Channel データ ストリームの出力チャネル。 

Type データ ストリームのタイプ（UDP を使用する DOCSIS MPT、
UDP を使用しない DOCSIS MPT、UDP を使用する DOCSIS 
PSP、UDP を使用しない DOCSIS PSP、MPEG、DATA）。 

GbE Input データ ストリームと関連付ける GbE 入力。 

Output Bitrate データ ストリームのビットレート。 

Destination IP データ ストリームの宛先 IP。 

UDP/DEPI 宛先 UDP またはデータ ストリームの DEPI セッション ID。 

Status データ ストリームのステータス（[Stream Active]、[Stream 
Inactive]）。 

Synch State データ フローが DOCSIS synch メッセージが含まれるプライマ

リ フローか、synch メッセージが含まれない非プライマリ フ
ローであるかを説明します。 

Synch Counter プライマリ フローで受信した sync メッセージの数。 
 

DTI Monitoring 

[DTI Monitoring] は、DOCSIS Timing Interface のステータスおよび統計情報の

モニタリングを提供します。次のパラメータを使用できます。 

 Active Port 

 Client Status 

 DTI Port Status（各ポートに対して） 

 DTI Statistics 
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次の画面に、DTI モニタリングを示します。 

 

DTI 統計情報の詳細については、「M-CMTS データ固有の基本的な操作」（109 
ページ）を参照してください。 
 

リソース使用率 

オペレータがモニタリングできるように、CPU とメモリの使用率がリアル タイ

ムで表示されます。 

 
 

SNMP の設定 

SNMP の設定は、[System]/[SNMP & Traps] ページを使用して GUI で行いま

す。次の例に示すように、2 つの設定があります。 
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最初の設定は 2.01.09 よりも前のソフトウェア バージョン向けです。次の画面を

参照してください。 

 

この設定では、3 つのコミュニティ ストリングを設定できます。「Read」スト

リングは GET コミュニティ ストリングです。「Write」ストリングは SET コ
ミュニティ ストリングで、「Trap」ストリングは Trap コミュニティ ストリン

グです。この構成では、すべてのトラップは SNMPv1 です。最大 5 つのトラッ

プをイネーブルまたはディセーブルにできます。 
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2 番目の設定は 2.01.09 以降のソフトウェア バージョン向けです。次の画面を参

照してください。 

 

この設定では、「Read」ストリングが GET コミュニティ ストリングです。

「Write」ストリングは SET コミュニティ ストリングです。トラップは、各レシー

バについて SNMPv1 または SNMPv2 ディセーブルに設定できます。各トラッ

プ レシーバは、独自に Trap コミュニティ ストリングを持つことができます。 
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RF ゲートウェイ 1 の障害管理 
RF ゲートウェイ 1 は、システム内の変更の自動検出とユーザ通知をサポートし

ます。変更はイベントまたはアラームとして分類されます。アラームは状態を伝

達するのに対し、イベントはその時々で発生する重要なインスタンスで、レポー

トされます。たとえば、[Link Lost] と [Link OK] は 2 つの明確に定義された状

態で、アラームに関連付けられています。[Events Startup]、[Configuration 
Backup]、[Second Power Supply Inserted] は状態ではありませんが、システムに

よってレポートされる重要なイベントです。 
 

システム アラーム 
システム アラームは、ユーザが認識することが推奨される状態を伴った、システ

ムで発生する状況です。RF ゲートウェイ 1 は、アラーム状態の変化について

ユーザ通知を提供します。これらの通知は、SNMP トラップ、システム ログま

たは前面パネルの障害 LED を通じて行われます。システム アラームは、マスキ

ングまたはフィルタ処理できず、常にシステム上で示されます。 

システムでサポートされるデフォルトのアラームは、データベースのアラーム設

定領域で定義されています。デフォルトのアラーム設定パラメータには、アラー

ム ラベル、重大度、マスク、しきい値およびイネーブルになっている通知などの

項目が含まれています。これらのパラメータはデフォルトであり、Web インター

フェイスで設定することはできません。 

アクティブな場合、アラームの発生元、状態、インスタンス、およびその他の説

明的な詳細（トリガーとなるしきい値、実際の値、単位など）といった、各アラー

ムについての追加情報を保持します。アラームには、状態を示す値として [Alarm] 
と [Clear] の 2 つの値があります。各アラームには、重大度レベルを示す値とし

て [Critical] と [Major] の 2 つの値があります。サポートされているアラーム

については、次の表で説明します。 

 

名前 Severity 説明 

Power On Self Test クリティカル 電源投入時自己診断テスト中にエラーが検出されました。 

GbE Port Link クリティカル GbE ポートの状態が変わりました。 

UDP Traffic メジャー UDP トラフィックの完全な損失が検出されました。 

Fan Failure メジャー 4 つのシャーシ ファンのうち、いずれかの RPM 測定値が

しきい値を下回っています。 

FPGA Temperature メジャー FPGA ボードの温度がしきい値を超過しました。 

Power Supply 
Shutdown 

クリティカル 電源が緊急シャットダウンしました。 

DTI Port Link クリティカル DTI ポートの状態が変わりました。 

Power Supply 
Voltage 

クリティカル 1 つ以上の電源電圧が許容可能なしきい値外で動作してい

ます。 
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名前 Severity 説明 

Continuity Count 
Error 

クリティカル 1 つ以上のエレメンタリ ストリームで MPEG 連続性カウ

ントが検出されました。 

Stream Dejitter メジャー 1 つ以上のトランスポート ストリームに過剰なジッター

があります。 

QAM Temperature メジャー QAM 温度が許容可能なしきい値を超えました。 

QAM NCO Lock メジャー QAM は NCO ロックを失いました。 

Release Invalid メジャー アクティブなシステム リリースが無効です。 

DTI Backup Port メジャー バックアップ DT アラーム：ポートがフェールオーバーし

たか、バックアップ ポートがフェールオーバー モードで

接続されていません。 

QAM 
Oversubscribed 

メジャー プロビジョニングされた QAM BW の入力速度が、QAM 
容量を超えています。 

License メジャー ライセンスを受けていない機能が使用中です。 

QAM General 
Failure 

メジャー 温度および電圧の組み合わせのアラーム。 

QAM Initialization メジャー QAM カードが初期化できませんでした。 

EIS Channel Closed 
by Peer 

 CA システムにより EIS チャネル接続が閉じられました。 

EIS Connection 
Lost 

メジャー CA システムへの EIS チャネル接続が失われました。 

ECMG No Channel 
Available 

メジャー 使用可能な ECMG チャネルがありません。 

ECMG Connection 
Lost 

メジャー CA システムへの ECMG 接続が失われました。 

CW Stream Clear 
Extension 

メジャー 明確な拡張アラーム：スクランブリングが開始されません。 

CW Stream CP 
Extension no Comp 

メジャー SCG とコンポーネント間の不一致による CP 拡張。 

CW Stream CP 
Extension no ECMs 

メジャー ECM の受信失敗による CP 拡張。 

ECM Stream PID 
could not be 
Allocated 

メジャー PID が割り当てできないか、すでに使用されています。 

GbE Port CRC メジャー GbE ポートで CRC エラーしきい値を超過しました。 

Bind Failed メジャー ソケット ポートの EIS でバインドが失敗しました。 

QAM Voltage メジャー QAM カードが温度しきい値を超過しました。 

QAM Summary メジャー UPX 障害などの QAM カードのサマリー アラーム。 

Input PID Conflict メジャー 入力ストリームで PID の競合が検出されました。 

License Violation メジャー 上位 48 個の QAM チャネルで DATA および（または）

POWERKEY および（または）DVB ライセンスが必要です。 
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System Events 
システム イベントは、ユーザが認識することが推奨される状態を伴わない状況で

す。RF ゲートウェイ 1 は、これらのイベントについてユーザ通知を提供します。

これらの通知は、SNMP トラップまたはシステムを通じて行われます。システム 
イベントは、マスキングまたはフィルタ処理できず、常にシステム上で示されま

す。 

システムでサポートされるデフォルトのイベントは、データベースのイベント設

定領域で定義されています。デフォルトのイベント設定パラメータには、イベン

ト ラベル、マスク、およびイネーブルになっている通知などの項目が含まれてい

ます。これらのパラメータはデフォルトであり、Web インターフェイスで設定す

ることはできません。 

システムは、イベントの発生元、インスタンス、およびその他の説明的な詳細（ト

リガーとなるしきい値、実際の値、単位など）といった、実際のイベントについ

ての追加情報をレポートします。サポートされているイベントについては、次の

表で説明します。 
 

名前  説明 

QAM Card Mount QAM カードが挿入されたかシャーシから取り外されました。 

QAM Configuration 
Change 

QAM カード パラメータで設定変更が検出されました。 

Power Supply 
Mount 

冗長電源が挿入されたかシャーシから取り外されました。 

SFP Mount SFP が挿入されたか RF ゲートウェイ シャーシから取り外されまし

た。 

Download シャーシでダウンロード イベントが発生しました。 

Log Near full ログが 80 % までフルです。 

Log Almost full ログが 90 % までフルです。 

Log Full  ログが 100 % までフルでありロールオーバーします。 

Configuration 
Backup 

システム設定がバック アップされました。 

Configuration 
Restore 

システム設定が復元されました。 

  

Configuration Save システム設定がフラッシュ ファイル システムに保存されました。 

Release Invalid 無効で非アクティブのリリースがシステムで検出されました。 

Startup RFGW が起動（ブート）を開始しました。 

DOCSIS DTI sync がアクティブまたは非アクティブに変わりました。CMTS か
らの DOCSIS SYNC メッセージを受信したか、または受信していませ

ん。 

DTI DTI ポート変更の動作モード。 

Exception 下位のオペレーティング システムから報告された例外。 

Download License RFGW-1 は FTP からライセンスをダウンロードするよう指示されま

した。FTP complete. 
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名前  説明 

OLS ライセンス機能が追加されました。 

EIS Active Proxy 
Removed 

アクティブな EIS プロキシが削除されました。 

ECMG Active Proxy 
Removed 

アクティブな ECMG プロキシが削除されました。 

ECMG Channel 
Error 

SuperCAS ID のチャネル エラーを受信しました。 

GbE Port Switch 冗長入力ポートのフェールオーバー。 

Download SSL セキュリティ ドキュメントが挿入されています。 

Download SSH セキュリティ ドキュメントが挿入されています。 

Stream Source 
Switch 

マルチキャスト SSM の送信元スイッチ。 

NCS CAM Change  設定されていない新しいストリームが RFGW-1 に入力されました。 

Stream Status 
Change 

マルチキャスト ストリームが [Active] になったとき/状態が [Active] 
から [Input Loss] に変わったとき/ユーザがマルチキャスト ストリー

ムを強制的にプライマリ ポートに戻したとき。 

CA Blob Length 
Error 

セッションの作成要求に 4CA より多いブロブがあります。余剰のブロ

ブは廃棄されます。 

Ingress All ユニキャスト ストリームが特定の入力ポートでアクティブであり、別

のポートでストリームが検出された場合、重複ストリームが検出されま

す。 
 

アラームおよびイベントのユーザ通知 
システムは、さまざまな方法でアラームおよびイベントを通知します。これには、

前面パネルのアラーム表示、アラーム テーブル（Web インターフェイス）、SNMP 
トラップおよびログ エントリが含まれます。 

前面パネルのアラーム表示 

前面パネルの障害 LED は、システムに存在するアラームを迅速かつ簡単に通知

するために提供されています。1 つ以上のアラームがアクティブな場合、LED は
赤く点灯します。アクティブなアラームがない場合、LED は消灯しています。障

害 LED はシステム起動時に点滅しますが、システムの初期化後は安定してア

ラーム ステータスを示します。 
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アラーム テーブル 

アラーム テーブルはアラーム ステータスのもう 1 つのインジケータです。テー

ブルは、Web インターフェイスを通じてアクセス可能で、アラーム ステータス

に関する詳細情報を提供します。アラーム ステータスの縮約版は、Web インター

フェイスの [Summary] ページでも使用可能です。次に、アラーム テーブルを示

します。 

 

SNMP Traps 

SNMP トラップは、システム アラームおよびイベントを通知するためにも使用

されます。Web インターフェイスの [SNMP & Traps] ページでは、この目的の

ためにトラップ レシーバを設定できます。設定されている場合、すべてのシステ

ム アラームとイベントに対して SNMP トラップが送信されます。RF ゲート

ウェイ 1 は、SNMP V1 トラップと V2 トラップ、および次に示す Trap コミュ

ニティ ストリングをサポートしています。 

 

アクティブなアラーム テーブル 

アクティブ アラーム テーブルは、現在アクティブなすべてのアラームを含む動

的なテーブルです。このテーブルは、rOID rfgw1ActiveAlarmTable
（1.3.6.1.4.1.1429.1.12.1.2.14.1）を使用してアクセスできます。テーブルの詳細説明

については、SA-RFGW-1-MIB 専用 MIB を参照してください。 
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System Log 

システム ログは、システムで発生したアラームおよびイベントのレコードを提供

します。ログ エントリは各システム アラームおよびイベントについて必ず提供

されます。システムは、より詳細なモニタリングのために、低レベルのロギング

も可能です。この場合、ログに書き込まれる情報の種類とレベルを制御するため

に、ログのフィルタリングが提供されます。ログに記録された情報は、モジュー

ル関連または低レベル アラームに分類できます。次に、システム上のさまざまな

アラームおよびイベントを表示したのログ画面を示します。ログ間の移動、ログ

の削除およびファイルへのログの保存のために、直感的なユーザ インターフェイ

スが提供されています。 

 

システム ログの設定 

RF ゲートウェイ 1 は、モジュールおよび冗長レベルに基づいてイベントとア

ラームをフィルタするように設定できます。拡張設定オプションとして、RF ゲー

トウェイ 1 は、低レベルのアラームも設定できます。モジュールおよび低レベル 
アラームは、簡潔または冗長ログ レベルによってフィルタリングするか、または

ユーザが完全にオフにすることもできます。積極的にトラブルシューティングを

行う場合以外は、すべての低レベルロギングを [Off] に設定することが推奨され

ます。 



 

第 3 章    一般的な設定とモニタリング  
 
 

66 78-4025112-01 Rev E 

イベントを設定する 
1 [System]/[System Configuration]/[Logs]/[Events Configuration] ページに

移動します。 

 
2 UI にリストされているイベントのロギングをオンまたはオフにします。 
3 [Apply] をクリックします。 

システム ログを設定する 
1 [System]/[System Configuration]/[Logs]/[Logs Configuration] ページに移

動します。 

 
2 各モジュールのカテゴリについて、目的のロギング レベルを選択します。 
3 [Apply] をクリックします。 
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高度なロギング フィルタ 

低レベル アラームのロギングのフィルタは次のように設定します。 
1 [Show Advanced Filters] をクリックします。 

結果：[Advanced Filters] ウィンドウが表示されます。 

 
2 低レベル アラームのカテゴリごとに目的のフィルタ レベルを選択します。 

注：積極的にトラブルシューティングを行う場合以外は、すべての低レベル

ロギングを [Off] に設定することが推奨されます。 
3 [Apply] をクリックします。 
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Syslog を設定する 
1 [System]/[System Configuration]/[Logs]/[Syslog Configuration] ページに移

動して、リモート Syslog サーバの詳細を設定します。 

 
2 [Enable Syslog] フィールドを [Enabled] に設定します。 
3 リモート Syslog サーバの IP アドレスと UDP ポートを入力します。 
4 [Apply] をクリックします。 
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コンフィギュレーション管理 

設定の保存 
RF ゲートウェイ 1 では、設定変更をフラッシュ ファイル システムのファイル

に保存できます。設定情報は、プラットフォーム汎用またはプラットフォーム固

有に分類できます。プラットフォーム汎用の情報は多くのシステムに適用されま

すが、プラットフォーム固有は個々のシステムに対して適用されます。たとえば、

IP アドレス、システム名または場所はプラットフォーム固有のパラメータです。

QAM カード設定は、汎用と見なされ、多くのシステムで共通です。この分離に

より、ネットワーク全体でシステム設定を複製したり、配布したりすることが可

能になっています。プラットフォーム汎用の情報は、Web インターフェイス ペー

ジ上部にある [Save] ボタンをクリックすると保存されます。 

この操作により、RF ゲートウェイ 1 の設定がグローバル保存されます。設定情

報は、フラッシュ内のファイル /tffs0/rfgw_xml_db.gz に保存され、バックアッ

プ コピーも /tffs0/rfgw_xml_db_bkup.gz に保存されます。いったんフラッ

シュに保存した後、「設定のバックアップ」（69 ページ）に従って、システム設

定ファイルをリモート FTP サーバに転送することもできます。 

プラットフォーム固有の設定パラメータ別のファイル セットで保存され、プライ

マリとして /tffs0/rfgw_ot.xml、バックアップ用として 
/tffs0/rfgw_ot_bkup.xml に保存されます。これらのファイルは、Web インター

フェイスから特定のパラメータを変更したときに更新されます。これらのパラ

メータが、初期設定後に変更されることはほとんどありません。 

ソフトウェア バージョン 1.3.11 には自動保存機能があり、適用されたデータ

ベースの変更は自動的に保存され、不揮発性メモリ内に保持されます。 
 

設定のバックアップ 
RF ゲートウェイ 1 は FTP 経由でバックアップ サーバへの設定のバックアッ

プを実行します。一般に、バックアップ データベースには、QAM パラメータ、

チャネル アプリケーション モード、マッピング テーブルが含まれます。一般に、

バックアップ データベースには、IP ネットワーキング設定（管理パラメータ、

GbE 入力ポート パラメータなど）は含まれません。 

設定をバックアップする 
1 [System/Backup Configuration] ウィンドウに移動します。 
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結果：次のウィンドウが表示されます。 

 
2 ウィンドウ下部にある [Show FTP Settings] をクリックします。 

結果：[Configuration FTP Server] ウィンドウが表示されます。 

 
 

3 バックアップ サーバの IP アドレスを入力します。 
4 FTP ユーザ名を入力します。 
5 FTP パスワードを入力します。 
6 [Apply] をクリックします。 
7 [Test FTP Connection]  をクリックします。FTP ログイン成功のポップアッ

プで、接続を確認します。 
注：エラーが発生した場合は、IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードを

再度確認します。 
8 [Save] をクリックします。 
9 [Next Backup Information] テーブルに、バックアップ ファイル名を入力し

ます。 
例：cfg_01.gz 

10 [Backup Configuration Now] をクリックしてバックアップを開始します。 
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注：バックアップ エラーが発生した場合は、バックアップ ディレクトリへ

のパスを再度確認します。 
 

設定の復元 
設定を復元する 
1 [System]/[Restore Configuration] ページに移動します。 

結果：次のウィンドウが表示されます。 

 
2 ウィンドウ下部にある [Show FTP Settings] をクリックします。 

結果：[Configuration FTP Server] ウィンドウが表示されます。 

 
 

3 バックアップ サーバの IP アドレスを入力します。 
4 FTP ユーザ名を入力します。 
5 FTP パスワードを入力します。 
6 [Apply] をクリックします。 
7 [Test FTP Connection]  をクリックします。FTP ログイン成功のポップアッ

プで、接続を確認します。 
注：エラーが発生した場合は、IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードを

再度確認します。 
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8 [Save] をクリックします。 
9 [Next Restore Information] テーブルに、バックアップ ファイル名を入力し

ます。 
例：cfg_01.gz 

10 [Restore Configuration Now] を選択して復元を開始します。 
注： 

 復元エラーが発生した場合は、バックアップ ディレクトリへのパスを確

認します。 

 保存されている設定を復元した後、デバイスは自動的にリブートします。 

 デバイスがリブートを開始したら、ブラウザを閉じます。 
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リリース管理 
RF ゲートウェイ 1 へのソフトウェアおよびファームウェア アップグレードは

システム リリースで制御されています。オペレータは、[System]/[Release 
Management] Web ページを使用して RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニング

し、FTP 経由でアップグレード サーバのリリース ディレクトリからシステム 
リリースのアップグレードを行うことができます。 

アップグレード サーバ上の、それぞれ一意のシステム ディレクトリには、以前

のリビジョンから RF ゲートウェイ 1 デバイスをアップグレードするために必

要なソフトウェアとファームウェア コンポーネントが含まれています。 

システム リリリースのコンポーネントには、次が含まれます。 

 アプリケーション ソフトウェア イメージ 

 プログラム可能なファームウェア イメージ 

 ブート コード 

 システム リリース ファイル（.xml） 

FTP サーバは、RF ゲートウェイ 1. の管理ポートからアクセスできるネット

ワーク上に存在する必要があります。ソフトウェア ダウンロードが開始されると、

RF ゲートウェイ 1 はシステム リリースのソフトウェアおよびファームウェア

コンポーネントの名前が含まれたシステム リリース ファイルを取得します。次

に、RF ゲートウェイ 1 はシステム リリースのどのファイルがフラッシュ ファ

イル システム内にすでに存在するものと異なるかを判別します。ファイル名が一

致しない場合は、アップグレード サーバから自動的に FTP 転送されます。 

システム リリースには、ソフトウェアまたはファームウェア コンポーネントの

一部またはすべてを対象とする変更が含まれることがあります。その結果、ソフ

トウェア アプリケーション イメージは新しいリリースに変更されても、ファー

ムウェア イメージは変更されない場合があります。同様に、ファームウェア イ
メージは変更され、アプリケーション イメージは変更されない場合もあります。

RF ゲートウェイ 1 は、前回のシステム リリースのアップグレード後に変更さ

れたソフトウェアおよびファームウェア イメージを取得します。 
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システム リリース イメージのダウンロード 
イメージをダウンロードする 
1 [System]/[Release Management] ページに移動します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
2 ウィンドウ下部にある [Show FTP Settings] をクリックします。 

結果：[FTP] ウィンドウが表示されます。 

 
 

3 アップグレード サーバの IP アドレスを入力します。 
4 FTP ユーザ名を入力します。 
5 FTP パスワードを入力します。 
6 [Apply] をクリックします。 

結果：[FTP Settings Applied Successfully] ポップアップが表示されます。 
7 [OK] をクリックして続行します。 
8 [Test FTP Connection] をクリックします。[FTP Login Success] ポップアップ

で、接続を確認します。 
注：FTP 接続の確認中にエラーが発生した場合は、アップグレード サーバの 
IP アドレス、ユーザ名およびパスワードを再確認します。 

9 [Save] をクリックします。 
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注：保存しない場合、変更は失われます。 
10 [Release File Path] フィールドを見つけ、アップグレード ディレクトリへの

フル パスを入力します。 
例：/SW_Releases/RevA/V01.02.00 

11 リリース ファイル名を入力します。 
例：rfgw1_rel_06_01_02.xml 

12 [Download Release] ボタンをクリックしてダウンロード プロセスを開始し

ます。 
結果：RF ゲートウェイ 1 は、システム リリース ファイルの指示に従って、

すべての必要なファイル（アプリケーションおよびファームウェア）をアッ

プグレード サーバから FTP 転送します。 
注：ダウンロード エラーが発生した場合は、システム リリース ファイルの

パスとファイル名を再確認します。 
13 ダウンロード プロセスが正常に完了したら、[Activate] を選択します。 

結果：デバイス自動的にリブートし新しいリリースになります。 
14 デバイスがリブートを開始したら、ブラウザを閉じます。 

1 つ前のシステム リリースは、アップグレード後もシステムに保持されます。

いったんシステム リリースのアップグレードを GUI からアクティブにすると、

以前アクティブだったシステム リリースは非アクティブとして保持されます。後

でオペレータが非アクティブのリリースを復元する場合、[System/Release 
Management] Web ウィンドウを使用して、復元機能を利用できます。 
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SNMP を介した設定、モニタリング、および障害管

理 
RFGW-1 は、SNMPv2 を介して独自および標準の MIB セットをサポートしま

す。SNMP を介して、RFGW-1 を設定およびモニタできます。さらに、すべて

のシステム アラームおよびイベントについて SNMP トラップを生成すること

による、障害管理がサポートされています。 

次の表に、サポートされる MIB を示します。 
 

MIB 名 説明 
CISCO-RFGW-1-MIB（独自） この MIB モジュールには RFGW-1 デバイスの管理

に必要なオブジェクトが含まれます。これには、QAM 
のために必要に応じて、ステータス、統計情報、装置

インベントリ、リモート ダウンロードおよびアップ

ロード、テーブル定義およびその他の設定が含まれま

す。 

CISCO-RFGW-1-TRAP-MIB.mib（独自） RFGW-1 のトラップ制御 MIB。 

DOCS-IF-MIB  これは、ケーブル モデム（CM）および Cable Modem 
Termination System（CMTS）の DOCSIS 2.0 準拠無

線周波数（RF）インターフェイス用の MIB モジュー

ルです。 

ENTITY-MIB  単一の SNMP エージェントがサポートする複数の

論理エンティティを表すための MIB モジュール。 

SNMPv2-MIB  SNMP エンティティ用の MIB モジュール。 

IF-MIB  ネットワーク インターフェイス サブレイヤ用の汎

用オブジェクトについて記述する MIB モジュール。

この MIB は、MIB-II の ifTable のアップデート 
バージョンであり、RFC 1229 で定義されている拡張

機能を備えています。 
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モニタリング機能 
RFGW-1 は、SNMP 情報を収集する MIB ブラウザまたはその他のツール（た

とえば、snmpget や snmpwalk など）を使用することによって、ネットワーク

およびその他の動作統計情報を評価するために監視できます。出力帯域幅統計情

報は CISCO-RFGW-1-MIB を使用して取得できます。次の画面を参照してくださ

い。 
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入力統計情報は、IF-MIB を使用してアクセスできます。次の画面を参照してく

ださい。 
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この章では、テーブルベース ビデオ操作のために RF ゲートウェイ 1 
をプロビジョニングする方法について説明します。 

 

 
 

4 第 4 章 
テーブルベース ビデオ固

有の操作 

章の内容 
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プロビジョニング 
次の項では、テーブルベース ビデオ操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビ

ジョニングする方法について説明します。 

必要な設定：  

 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード = ビデオ 

キャリアがビデオ モードになると、そのキャリアに対してビデオ ストリームが

アクティブになります。ビデオ ストリーム マップは、着信ビデオを一意の出力

キャリアにマッピングするルーティング テーブルとして動作します。 
 

チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Map Configuration] を選択します。 

結果：各出力キャリアのチャネル アプリケーション モードが表示されます。 
注：正しい設定は [Data] です。 

 
 

ビデオ ストリーム マップの設定 
[Maps]/[Video Stream Map] ページを使用して、特定の出力キャリアに対して、

次を設定できます。 

 入力ストリームの宛先 IP アドレスおよび UDP ポート 

 許容可能な入力ポートまたはポートペア 
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 ストリーム タイプ（SPTS、MPTS） 

 プログラム番号 

  警告: 

ユーザは、特定のキャリアにプログラム番号または PMV が存在しないこと、

およびすべての複製トランスポート ストリームの拡張設定が同一であること

を確認する責任を持ちます。確認しなかった場合、システムをデフォルト設定

にリセットして回復することが必要になる場合があります。 

ビデオ ストリーム マップを設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Video Stream Map] を選択します。 

結果：[Stream Map Table] が表示されます。 

 
3 目的の出力 QAM チャネルに対応する行を見つけます。 

注：RF ゲートウェイ 1 Web ページでは、「Card/Port. Channel」という表

記で個々のキャリアを参照します。 
4 [Destination IP Address] フィールドに、IP アドレスを入力します。 

 ユニキャスト ストリームの場合、0.0.0.0 と入力すると、ステップ 7 で選

択したポート ペア（ポートペア モード）物理アドレス GbE ポート（独

立モード）に対して設定されている GbE ビデオ/データ IP アドレスを

指定するのと同じです。または、目的の GbE ポートまたはポートペアの

ビデオ/IP アドレス（ポートペア モード）または GbE ポート アドレス

（独立モード）を明示的に入力します。 



 

第 4 章    テーブルベース ビデオ固有の操作  
 
 

82 78-4025112-01 Rev E 

 マルチキャスト ストリームの場合、目的のストリームのマルチキャスト 
アドレスを入力します。 

5 [UDP Port] フィールドで、目的のストリームの宛先 UDP ポートを入力しま

す。ユニキャスト ストリームの場合、UDP ポート番号はストリームを一意

に識別します。マルチキャスト ストリームの場合、このフィールドは無視さ

れます。 
6 [Active] フィールドで適切な設定を選択します。 

 [True]：対応する出力 QAM チャネルにストリームを転送（ルート）しま

す。 

 [False]：対応する出力 QAM チャネルへのストリームをブロックします。 

 [Delete]：ストリーム マップから、ルーティング エントリ（行）全体を

削除します。 
7 [Allowed Ingress Ports] フィールドで、許可する入力ポートペア（ポート ペ

ア モード）または許可する入力 GbE ポート（独立モード）を選択します。 

 [Pair 1 (Ports 1 and 2)]：ポート ペア モードで使用できます。 

 [Pair 2 (Ports 3 and 4)]：ポート ペア モードで使用できます。 

 [Port 1]：独立モードで使用できます。 

 [Port 2]：独立モードで使用できます。 

 [Port 3]：独立モードで使用できます。 

 [Port 4]：独立モードで使用できます。 
8 [Stream Type] フィールドで、ストリームのタイプを選択します。 

 [SPTS]：入力フローにカプセル化されている単一のプログラム 

 [MPTS]：入力フローにカプセル化されている複数のプログラム 

 [Data]：データ ストリームには、PAT または PSI が含まれていません。

データ ストリームは常に一定の設定されたレートで再生されます。 

 [Plant]：タイミング情報のない 1 つ以上のエレメンタリ ストリーム。プ

ラント ストリームには PAT が含まれる場合があり、常に一定の設定さ

れたレートで再生されます。 
9 [Program Number] フィールドに、「入力」または「出力」プログラム番号

を入力します。 

 MPTS ストリームの場合、入力または出力プログラム番号を入力しなくて

も構いません。 

 SPTS ストリームの場合、プログラム番号に 0 を入力すると、すべての入

力ストリームがポートにルーティングされます。ゼロ以外の入力プログラ

ム番号を入力すると、ストリームを対応する QAM チャネルに転送（ルー

ティング）する前に、照合するための対応する入力ストリームのプログラ

ム番号が必要になります。 

 SPTS ストリームの場合、出力 QAM チャネルに対して一意の出力プログ

ラム番号を入力する必要があります。 
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10 [Pid Map Value (PMV)] フィールドは、次のガイドラインに従って値を入力

します。 

 MPTS およびデータ ストリームの場合、PMV 値を入力しなくても構い

ません（PID はリマップされません）。 

 SPTS およびプラント ストリームの場合、PMT PID 値は次の式で決定さ

れます。 
– PMT PID = (PMV+1)*16  
– すべてのエレメンタリ ストリーム PID は、PMT PID の計算に基づ

いて増分します。 
11 [Data Rate] フィールドには、次のガイドラインに従って値を入力します。 

 [SPTS or MPTS Stream Type]：データ レートを入力しなくても構いませ

ん。再生レートはタイミング リカバリによって決まります。 

 [Data]：QAM 出力チャネルの出力帯域幅の制限内で、1 ～ 38812 kBps の
範囲の一定の設定レートで再生するために、データ レートを選択する必

要があります。 

 [Plant]：QAM 出力チャネルの出力帯域幅の制限内で、SI データを含め

て一定の設定レートで再生するために、データ レートを選択する必要が

あります。 
12 [Apply] をクリックします。 
13 [Save] をクリックします。 

注： 

 1 ～ 2 個の入力 MPTS ストリームを 1 つの出力キャリアに多重化する

（または 1 つの MPTS と 1 つ以上の SPTS を多重化する）場合、オペ

レータは PID の競合とキャリアのオーバーサブスクリプションを防ぐ必

要があります。 

 PID の競合を防ぐため、オペレータはどの PID が各 MPTS ストリーム

で送信されているかを知っている必要があります。また。競合がある場合

は、これを送信元デバイスで修正する必要があります。MPTS と SPTS ス
トリームを多重化する場合、オペレータは、リマップされた SPTS スト

リームとパススルーされた MPTS ストリーム間で PID 競合を引き起こ

さない PMV 値を SPTS ストリームに対して慎重に選択する必要があり

ます  （PMV 値はリマップされた SPTS の PMT PID および PMT PID 
のすぐ後に順番に続くすべてのエレメンタリ ストリーム PID を即座に

決定します。PMT PID = (PMV+1) *16 です）。 

 キャリアのオーバーサブスクリプションを回避するために、オペレータは

キャリアにマップされるすべてのサービスの最大ビットレートを知り、は

合計ビットレートが QAM キャリアの容量を超えることがないことを確

認する必要があります。 
 



 

第 4 章    テーブルベース ビデオ固有の操作  
 
 

84 78-4025112-01 Rev E 

自動ビデオ ストリーム マップの設定 
オペレータは、拡張ストリーム マップの生成を使用して、ストリーム マップに

複数の行を同時に追加できます。 

基本ルールを使用してビデオ ストリーム マップを設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Video Stream Map] を選択します。 

結果：[Stream Map Table] が表示されます。 

 
 

3 [Base rules] ウィンドウで、[Base Value] を入力します（ベース値は、オペレー

タがストリーム マップの最初の行にする値です）。 
4 [Row Increment] フィールドで、目的のパラメータの行の増分単位を入力し

ます。増分値を 0 にした場合、各行の増分なしでパラメータがそのまま保持

されます。通常、0 の増分値は IP アドレスに使用されます。 
5 [Channel Offset] フィールドで、目的のオフセット（チャネル出力の増分を決

定します）を入力します。 
例：[Channel Offset] 行の [UDP] 列に 10 を入力すると、各チャネルのスト

リーム マップに 10 個のエントリが生成されます。 
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注：基本ルールはフル デバイス、カード、ポート、個々のチャネル レベル

で使用できます。基本ルールをチャネル レベルで実装すると、[Channel 
Offset] は無視されます。 

6 [Start QAM Channel] フィールドに、開始および終了 QAM チャネルを入力

します。 
7 [Row Start] および [Row End] を入力します（ベース値が適用される行を定

義します）。 
8 [Implement Rules] をクリックします。 
9 [Apply] をクリックします。 
10 [Save] をクリックします。 
 

拡張設定 
拡張設定は、次のような理由で役に立ちます。 

 入力ソースの制限  

 PID のブロック 

 ストリームの分割など  

注： 

RF ゲートウェイ 1 のデフォルト データベースには、拡張設定用に事前設定さ

れたビデオ ストリーム マップが含まれます。デフォルト設定では、すべての送

信元 IP アドレスを受け入れ、PIDS をブロックせず、ジッター解除のために 
MPTS ストリームを SPTS に分割し、UDP ポートを無視しません。 

GUI で、[PCR PID Select]、[MPTS Dejitter]、および [Blocked PID] などの設定

をイネーブルにできます（MPTS ストリームの場合のみ）。 

拡張設定を設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューを展開して、目的の QAM チャネルを選択します。 
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結果：[Stream Map Table] が表示されます。 

 
3 ストリーム マップの基本設定を設定します。 

注：上級ユーザになると、基本設定と組み合わせ設定を同時に設定できます。 
4 [Show Advanced Settings] をクリックします。 
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結果：[Advanced Settings] ウィンドウが表示されます。 

 
5 [Source IP Address] フィールドに、リッスンするストリームの送信元 IP ア

ドレスを入力します。 

 デフォルトの「0.0.0.0」は、無視を意味します。 

 1 はプライマリです。 

 2 はセカンダリです。 

 3 はターシャリです。 

 4 クォータナリです。 
注：デバイスがこの 3 つのいずれかに一致するストリームを検出すると、デ

バイスはそのストリームをパススルーします。 
6 [Ignore UDP Port] フィールドで、[True] または [False] を選択します。 

注：[Ignore UDP Port] 設定は、潜在的に GbE ネットワークの設定を容易に

します。プロビジョニング（記憶）する必要があるのはマルチキャスト IP ア
ドレスだけですが、各マルチキャスト アドレス上には 1 つだけストリーム

が存在することが前提となるためです。こうした理由から、それぞれの MPTS 
が一意の IP アドレスを持っていることを注意して確認する必要があります。

これを怠ると、オーバーサブスクリプションとジッター解除などの問題が起

こります。 
7 [PCR PID Select] フィールドでは、ユーザは MPTS ストリーム用に次を選択

できます。 

 From PMT  

 First detected 
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注：  

 [From PMT] 設定を推奨します。 

 サービス内の 1 つ以上の PID が PCR タイムスタンプを含んでいる可

能性があります。[From PMT] を選択すると、RF ゲートウェイ 1 は、PCR 
PID として PMT 内で指定された PID を除き、すべての PCR タイムス

タンプを無視します。[First Detected] を選択すると、RF ゲートウェイ 1 
は、最初に受信した PCR タイムスタンプがオンの PID によって、PCR 
リファレンス PID を決定します。 

8 [MPTS Dejitter] フィールドでは、ユーザは MPTS ジッター解除用に次を選

択できます。 

 One Stream  

 Break Into SPTS  

 The Ref is 0 
注： 

 統計多重化ストリームが存在する場合、[One Stream] の設定を推奨しま

す。 

 [Ref] フィールドは、MPTS のプログラム クロック リファレンスとして

使用するサービスを指定します。通常、このフィールドの値は 0 です。

これは、最初に受信した PCR タイムスタンプを含む PID の PCR リ
ファレンスをシステムが使用することを意味します。 

 MPTS ストリームは、複数のプログラムで構成されており、各プログラム

には独自の PCR が埋め込まれています。統計多重化 CBR MPTS スト

リームの場合、PCR リファレンスのいずれかを使用して MPTS 全体が適

切にジッター解除されます。ただし、MPTS が CBR でない場合、プログ

ラムの PCR はそのプログラムをジッター解除するためだけに使用する

必要があります。したがって、RF ゲートウェイ 1 は、MPTS を個々の

プログラムに分割し、各プログラムを独自の PCR リファレンスを使用し

てジッター解除することをサポートしています。 

 RF ゲートウェイ 1 のストリーム マップ テーブルで MPTS エントリ

を作成する場合、[MPTS Dejitter] の拡張設定を正しく設定することが非

常に重要です。入力 MPTS ストリームが統計多重デバイスによって作成

され、固定ビット レート（CBR）エンベロープが含まれている場合、ジッ

ター解除モード設定は [One Stream] に設定する必要があります。この設

定は統計多重化を維持して出力に CBR ストリームを渡します。ただし、

入力 MPTS が統計多重化されておらず単にレート制限またはレート固定

されている、または VBR プログラムの多重化だけである場合、ジッター

解除モードは [Break Into SPTS] に設定する必要があります。[Break Into 
SPTS] 設定により、MPTS の各プログラムは、それぞれの PCR に基づい

て個別にジッター解除されます。 
9 ユーザは、[Blocked PIDS] フィールドで、ブロックするプログラムの PMT 

PID を入力できます。RF ゲートウェイ 1 では、個々の音声またはビデオの

ブロックはサポートされていません。スタッフィング PID は 8191 です。 
注： 
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 MPTS エントリが出力キャリアにルーティングされている唯一の入力ス

トリームである場合、ブロックされる PID のリストでヌル PID（8191）
を指定することだけが必要です。（リストのその他は -1 に設定するか削

除してください）。ただし、別の MPTS または SPTS をこの MPTS と
同じキャリアで多重化するようにプロビジョニングする場合は、ブロック

される PID のリストで 0 を入力して、PAT PID をブロックする必要が

あります。PAT PID をブロックすると、RF ゲートウェイ 1 により PAT 
が生成され、その出力にルーティングされたすべてのプログラムが含まれ

ます。 

 ブロックされる PID のリストには、最大 32 個の PID を指定できます。

これには、PAT に存在しない、参照されていない PID（PSIP または EMM 
PID など）も含まれます。 

10 [Apply] をクリックします。 
11 [Save] をクリックします。 
 

拡張設定の拡張ルール 
オペレータは、拡張ストリーム マップの生成を使用して、ストリーム マップの

拡張設定にある複数の行を同時に変更できます。 

注：キャリア レベルでの操作を推奨します。 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューを展開して、目的の QAM チャネルを選択します。 

結果：[Stream Map Table] が表示されます。 
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3 ストリーム マップの基本設定を設定します。 
注：上級ユーザになると、基本設定と組み合わせ設定を同時に設定できます。 

4 [Show Advanced Settings] をクリックします。 
結果：[Advanced Settings] ウィンドウが表示されます。 

 
5 [Source IP Address] フィールドに、リッスンするストリームの送信元 IP ア

ドレスを入力します。 
a デフォルトの「0.0.0.0」は、無視を意味します。 
b 1 はプライマリです。 
c 2 はセカンダリです。 
d 3 はターシャリです。 
e 4 クォータナリです。 
注：デバイスがこの 3 つのいずれかに一致するストリームを検出すると、デ

バイスはそのストリームをパススルーします。 
6 [Ignore UDP Port] フィールドで、[True] または [False] を選択します。 
7 [PCR PID Select] フィールドでは、ユーザは MPTS ストリーム用に次を選択

できます。 

 From PMT  

 First detected 
注：[From PMT] の選択を推奨します。 

8 [MPTS Dejitter] フィールドでは、ユーザは MPTS ジッター解除用に次を選

択できます。 
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 One Stream  

 Break Into SPTS。 

 The Ref is 0。 
注：統計多重化ストリームが存在する場合、[One Stream] を推奨します。 

9 設定を適用する開始行および終了行を入力します。 
10 [Implement Rules] をクリックし、設定を適用します。 
11 [Save] をクリックします。 
 

MPTS パススルー動作モード 
ブロードキャスト アプリケーション向けに、MPTS パス スルーをイネーブルに

するために、テーブル ベースのビデオ動作を一般的に使用できます。 

 [Advanced Settings] ウィンドウで、必要に応じて PID を個別にブロック

できます。PAT はデフォルト PID 0 を使用することでブロックされます。 

 TSID がプロビジョニングされ、PAT がブロックされていない場合、RF 
ゲートウェイ 1 は、入力ソース ストリームをそのままパススルーします。 

注：PAT がブロックされている場合は、すべてのストリームに対して TSID を
個別に入力します。 
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ステータス モニタリング 

はじめに 
ここでは、RF ゲートウェイ 1 Web ページを使用して、ビデオ ストリームのス

テータスをモニタリングする方法について説明します。 

RF ゲートウェイ 1 では、次をモニタリングするためのユーティリティが提供さ

れています。 

 入力ストリーム（つまり、ストリーム タイプ、ステータス、IP、UDP、入力

ビットレート） 

 出力ストリーム（つまり、セッション ID、宛先 QAM チャネル）  
 

モニタリング 
入力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Input/GbE] ポートを選択します。 

結果：各 GbE ポートに対する入力モニタリングが表示されます。 
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出力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Output/Card/RF] ポートを選択します。 

結果：各 QAM カードに対する出力モニタリングが表示されます。 

 

入力の詳細を表示する 

出力モニタリング画面出力で [Input/Details] ボタンをクリックすることで、追

加の（出力ストリームの）入力情報を取得できます。 

結果：次の画面が表示されます。 
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この章では、スイッチド デジタル ビデオ（SDV）操作のために RF 
ゲートウェイ 1 をプロビジョニングする方法について説明します。 
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プロビジョニング 
ここでは、SDV 操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニングする方法

について説明します。 

必要な設定：  
 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード = SDV 

いったんキャリアを SVD モードにしたら、キャリアは SRM（USRM、DNCS な
ど）と、すべての必要なビデオ セッションが設定されている SDV サーバと併用

する必要があります。 
 

チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Map Configuration] を選択します。 

結果：各出力キャリアのチャネル アプリケーション モードが表示されます。 

 
 

SRM の設定 
SRM IP アドレスを指定する 

RF ゲートウェイ 1 のネットワーク設定によっては、SRM IP アドレス情報を 
[SRM Configuration] ウィンドウに入力する必要がない場合があります（例：

USRM ベース SDV）。その一方で、SRM として動作している DNCS は、DNCS 
IP アドレスと併せて SRM IP アドレスの入力が必要です。 
1 [System]/[System Configuration] ページに移動します。 
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結果：[SRM Configuration] ページが表示されます。 

 
2 有効な SRM IP アドレスを入力します。 
 

レガシー モード 
レガシー モードは、DNCS をスプーフィングして RFGW-1 を GQAM として

認識させることにより、古い DNCS ソフトウェア バージョン（4.5 よりも古い

もの）でも RFGW-1 をサポートできるようにすることを目的としています。4.5 
よりも新しい DNCS ソフトウェア バージョンでレガシー モードを選択すると、

DNCS のクラッシュが起こりやすくなります。 

DNCS 4.5 よりも新しいがソフトウェア バージョンを実行している場合は、絶対

にレガシー モードを選択しないでください。 

 
 

QAM チャネルの設定 
トランスポート ストリーム ID を指定してチャネル アプリケーション モード

を確認する 
1 [QAMS]/[QAM Configuration] ページに移動します。 
2 [QAM Card]/[RF Port] のチャネルのページを選択します。 
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結果：[QAM Channel Configuration] 表示されます。 

 
3 [SDV for Channel Application Mode] を選択します。 
4 トランスポート ストリーム ID として、一意の整数を入力します。 
5 [Apply] をクリックします。 
6 [Save] をクリックします。 
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ステータス モニタリング 
ステータス モニタリングの詳細については、「ステータス モニタリング」（92 
ページ）を参照してください。 
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ここでは、Cisco ワイドバンド操作のために RF ゲートウェイ 1 をプ

ロビジョニングする方法について説明します。 
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プロビジョニング 
ここでは、Cisco ワイドバンド操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビジョ

ニングする方法について説明します。 

必要な設定：  

 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード 
 

チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Map Configuration] を選択します。 

結果：各出力キャリアのチャネル アプリケーション モードが表示されます。 
注：正しい設定は [Data] です。 

 
 

データ マップの設定 
オペレータは、[Maps]/[Data Map] Web ページを使用して、特定の出力キャリ

アに対して次を設定できます。 

 入力ストリーム タイプ 

 許容可能な入力ポートまたはポートペア 

 入力ストリームの宛先 UDP ポート 
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注：キャリアがデータ モードになると、そのキャリアに対してデータ マップが

アクティブになります。データ マップは、着信データを一意の出力キャリアに

マッピングするルーティング テーブルとして動作します。 

データ マップを設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Data Map] を選択します。 

 
3 目的のキャリアで、[Stream Type] を MPEG に設定します。 

注：RFGW-1-D のストリーム タイプの設定は、CMTS 内での関連するコン

トローラ モジュラ ケーブルの rf-channel の設定によって異なります。次の

表に、uBR10K における各 rf-channel オプションの有効な [Stream Type] 設
定のリストを示します。 

rf-channel（CMTS） ストリーム タイプ（RFGW-1-D） 
udp-port MPEG 
depi-remote-id UDP なしの DOCSIS MPT 

DOCSIS 2.0 Cisco ワイドバンドの動作では、eQAM デバイスは、ワイド バ
ンド チャネル（非プライマリ DOCSIS）のみ伝送します。非プライマリ 
DOCSIS の場合、DOCSIS 2.0 Cisco ワイドバンドの動作では、通常、

rf-channel は CMTS で udp-port として設定され、有効なストリーム チャ

ネルは MPEG になります。DOCSIS 3.0 Cisco ワイドバンドの動作の場合、

ほとんどのオペレータは、すべての rf-channel に depi-remote-id を使用す

ることに移行しています。これは、プライマリと非プライマリ チャネルを定

義するうえで、プライマリに柔軟性を持たせるために行われます。CMTS で 
depi-remote-id として定義されたフローの場合、有効なストリーム タイプは 
UDP なしの DOCSIS MPT です。 
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4 CMTS からフローを受信する、[Allowable Ingress Ports] を選択します。正

しい GbE ポート（独立モード）またはポートペア（ポートペア モード）で

は、GbE ポートの物理アドレス（独立モード）またはビデオ/データ IP ア
ドレス（ポートペア モード）が、[System/IP Network] Web ビューで CMTS 
の eQAM IP アドレスに一致するように設定されています。 

5 関連する RF ゲートウェイ 1 のキャリアにマッピングされる入力ストリー

ムの [Destination UDP Port] を入力します。宛先 UDP ポートは、CMTS の
対応する rf-channel の udp-port に一致する必要があります。 
注：  

– ストリーム タイプが MPEG の場合、セッション ID は自動的に 
[N/A] に設定されます。 

– 特定の入力ポートのペアに対して、UDP ポートまたはセッション ID 
は一意である必要があります。 

6 [Apply] をクリックします。 
7 [Save] をクリックします。 
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ステータス モニタリング 

はじめに 
ここでは、RF ゲートウェイ 1 Web ページを使用して、ビデオ ストリームのス

テータスをモニタリングする方法について説明します。 

RF ゲートウェイ 1 では、次をモニタリングするためのユーティリティが提供さ

れています。 

 入力ストリーム（つまり、ストリーム タイプ、ステータス、IP、UDP、入力

ビットレート） 

 出力ストリーム（つまり、セッション ID、宛先 QAM チャネル）  
 

モニタリング 
入力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Input/GbE] ポートを選択します。 

結果：各 GbE ポートに対する入力モニタリングが表示されます。 
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出力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Output/Card/RF] ポートを選択します。 

結果：各 QAM カードに対する出力モニタリングが表示されます。 
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データ モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Data] を選択します。 

結果：各 GbE ポートに対するデータ モニタリングが表示されます。 
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入力の詳細を表示する 

出力モニタリング画面出力で [Input/Details] ボタンを押すことで、追加の（出

力ストリームの）入力情報を取得できます。 

結果：次の画面が表示されます。 
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はじめに 
ここでは、DOCSIS 準拠の M-CMTS の操作のために RF ゲートウェ

イ 1 をプロビジョニングする方法について説明します。 
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プロビジョニング 
ここでは、M-CMTS 操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニングする

方法について説明します。 

必要な設定：  

 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード 
 

チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Map Configuration] を選択します。 

結果：各出力キャリアのチャネル アプリケーション モードが表示されます。 
注：正しい設定は [Data] です。 

 
 

データ マップの設定 
オペレータは、[Maps]/[Data Map] Web ページを使用して、特定の出力キャリ

アに対して次を設定できます。 

 入力ストリーム タイプ 

 許容可能な入力ポートまたはポートペア 

 入力ストリームの DEPI セッション ID ポート 
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注：キャリアがデータ モードになると、そのキャリアに対してデータ マップが

アクティブになります。データ マップは、着信データを一意の出力キャリアに

マッピングするルーティング テーブルとして動作します。 

データ マップを設定する 
1 [Maps] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Data Map] を選択します。 

結果：次のウィンドウが表示されます。 

 
3 目的のキャリアで、[Stream Type] を UDP なしの DOCSIS MPT に設定し

ます。 
注：RFGW-1-D のストリーム タイプの設定は、CMTS 内での関連するコン

トローラ モジュラ ケーブルの rf-channel の設定によって異なります。次の

表に、uBR10K における各 rf-channel オプションの有効な [Stream Type] 設
定のリストを示します。 

rf-channel（CMTS） ストリーム タイプ（RFGW-1-D） 
udp-port MPEG 
depi-remote-id UDP なしの DOCSIS MPT 

DOCSIS 2.0 Cisco ワイドバンドの動作では、eQAM デバイスは、ワイド バ
ンド チャネル（非プライマリ DOCSIS）のみ伝送します。非プライマリ 
DOCSIS の場合、DOCSIS 2.0 Cisco ワイドバンドの動作では、通常、

rf-channel は CMTS で udp-port として設定され、有効なストリーム チャ

ネルは MPEG になります。DOCSIS 3.0 Cisco ワイドバンドの動作の場合、

ほとんどのオペレータは、すべての rf-channel に depi-remote-id を使用す

ることに移行しています。これは、プライマリと非プライマリ チャネルを定

義するうえで、プライマリに柔軟性を持たせるために行われます。CMTS で 
depi-remote-id として定義されたフローの場合、有効なストリーム タイプは 
UDP なしの DOCSIS MPT です。 
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4 CMTS からフローを受信する、[Allowable Ingress Ports] を選択します。正

しい GbE ポート（独立モード）またはポートペア（ポートペア モード）で

は、GbE ポートの物理アドレス（独立モード）またはビデオ/データ IP ア
ドレス（ポートペア モード）が、[System/IP Network] Web ビューで CMTS 
の eQAM IP アドレスに一致するように設定されています。 

5 関連する RF ゲートウェイ 1 のキャリアにマッピングされる入力ストリー

ムの [Destination UDP Port] を入力します。宛先 UDP ポートは、CMTS の
対応する rf-channel の udp-port に一致する必要があります。 
注：  

– ストリーム タイプが MPEG の場合、セッション ID は自動的に 
[N/A] に設定されます。 

– 特定の入力ポートのペアに対して、UDP ポートまたはセッション ID 
は一意である必要があります。 

6 [Apply] をクリックします。 
7 [Save] をクリックします。 
 

DTI サーバへの接続 
RF ゲートウェイ 1 シャーシは、DTI サーバ デバイスに接続するために冗長 
RJ-45 接続を提供します。これらのコネクタは RF ゲートウェイ 1 シャーシの背

面パネルにある RJ-45 コネクタの下に沿って配置されています。 

 

DTI サーバに接続する 
1 RF ゲートウェイ 1 シャーシの背面パネルで DTI ポートを見つけます。 
2 CAT5 ケーブルを使用して、タイミング サーバ ネットワークに RF ゲート

ウェイ 1 を接続します。 

DTI を設定する 
1 [System] ページに移動します。 
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2 ツリー メニューで、[DTI Config] を選択します。 

 
3 [Port Mode] ドロップダウン ボックスで、目的の（DTI サーバ冗長性のため

の）ポート モードを選択します。 
注：Cisco uBR10K と適切に相互運用するには、ポート モードの正しい設定

は [Auto Non Revert] です。 
4 [Primary Port] ドロップダウン ボックスで、[Primary Port] を選択します。 

注：Cisco uBR10K と適切に相互運用するには、プライマリ ポートの正しい

設定は [Port 1] です。 
注：DTI サーバへの接続は、次の項で説明されている DTI モニタリング機

能を使用して確認できます。 
5 目的のキャリアと一致する行に目的のオフセット値を入力して、DTI オフ

セットを設定します。（単位は、CMTS によって計算されるタイミング オフ

セット値と同じ単位の DOCSIS ティック/64 です）。 
注：DTI オフセットのキャリブレーションは、通常、RFGW-1-D キャリアが

追加のプライマリ チャネル容量として既存のサービス グループに追加され

るときに必要です（つまり、MxN（M>1）の MAC ドメインを実行するため）。

そのようなサービス グループでは、M 個のプライマリ チャネルの中で、

CMTS がケーブル モデムの「ロード バランシング」を行うことが望ましい

です。ロードバランシングを使用することで、1 つ以上のプライマリチャネ

ルが過負荷になったときに、CMTS がさまざまな DS プライマリ間でケーブ

ル モデムを（スタティックまたはダイナミックに）移動できるようになりま

す。ロードバランシングを実装するには、多くの場合、RFGW-1-D キャリア

に DTI オフセット値を追加することが必要です。こうすることで、これらの

キャリアの DOCSIS SYNC メッセージに埋め込まれている DTI タイムスタ

ンプ値が同じ MAC ドメインのローカル 5x20 ダウンストリームで伝送さ

れるものに一致するようにオフセットされるようになります。 
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通常、CMTS RF ラインカード（つまり、5x20 ラインカード）からの既存の

単一のダウンストリーム プライマリを使用して、サービス グループが最初

に実装されます。ケーブル モデムがローカル 5x20 プライマリ ダウンスト

リームを使用してオンラインになると、5x20 での処理遅延およびその他の物

理プラントの特性（ケーブル長、温度など）を示すタイミング オフセット値

が示されます。これに付随して、5x20 ラインカードでの処理遅延は固定され

ます。ユーザはこれにオフセットを追加できません。したがって、ローカル 
5x20 プライマリのタイミング オフセットは、サービス グループの基準のタ

イミング オフセットになります。 
タイミング オフセットは、CMTS がシステム時刻をケーブル モデムに伝達

するために使用するメカニズムであるため、非常に重要です。ケーブル モデ

ムは、指定されたタイムスロット内で、アップストリームだけに送信するた

めに、システム時刻を認識する必要があります（共有アップストリーム メ
ディアでのコリジョンを回避するため）。 
サービス グループが拡大するにつれ、オペレータは MAC ドメインのサービ

ス レベルを向上させるために、プライマリ ダウンストリーム容量を追加す

る（これにより MxN ドメインを作成する）ことを選択する場合もあります。

プライマリ ダウンストリーム容量は、追加の 5x20 キャリアを使用して追加

することも、1 つ以上の eQAM チャネルを使用する M-CMTS アーキテク

チャを使用して追加することもできます。 
オペレータが eQAM からのプライマリ ダウンストリームの追加を選択し

た場合、そのオペレータは、eQAM 固有の内部処理の遅延が、（eQAM プ
ライマリでオンラインで登録するケーブル モデムの）タイミング オフセッ

トの結果（以前ローカル 5x20 プライマリでオンラインで登録した、同じケー

ブル モデムとは異なる）の一因になっていることを発見します。したがって、

eQAM は DTI タイムスタンプの値をオフセットする機能を実装して、

eQAM プライマリをキャリブレーションしサービス グループのローカル 
5x20 プライマリに一致させる必要があります。すべての eQAM プライマリ

は、手動でキャリブレーションする必要があります。 
一般的に、MAC ドメインでロードバランシングを実装するためのキャリブ

レーション プロセスは次のとおりです。 
– ケーブル モデムのテスト グループが、基準のローカル 5x20 プライ

マリ ダウンストリーム チャネル上でオンラインで登録することを許

可します。 
– CMTS コマンドラインで show cable modem コマンドを使用して、

グループのすべてのモデムの平均タイミング オフセットを記録しま

す。 
– サービス グループの eQAM キャリアにプライマリ ダウンストリー

ム チャネルを追加します。ケーブル モデムの同じグループが、この

上でオンラインで登録することを許可し、オペレータがグループの平

均タイミング オフセットの違いを記録できるようにします。 
– eQAM の DTI オフセット機能を使用して、タイミング オフセット

の違いを手動でキャリブレーションします。 
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– 最後に、サービス グループに対してロードバランシングを設定し、イ

ネーブルにできます。 
6 [Apply] をクリックします。 
7 [Save] をクリックします。 
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ステータス モニタリング 

はじめに 
ここでは、DOCSIS 準拠の M-CMTS の操作のためにステータスをモニタリング

する方法について説明します。 

RF ゲートウェイ 1 では、次をモニタリングするためのユーティリティが提供さ

れています。 

 入力ストリーム（つまり、ストリームのアクティビティ、入力のビットレー

ト）  

 出力ストリーム（つまり、キャリアごとのストリームのマッピング、プロビ

ジョニングされたビットレートごと）  

 データ固有のモニタリング（つまり、DOCSIS sync の存在） 

 DTI サーバ接続とステータス 
 

モニタリング 
入力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Input/GbE] ポートを選択します。 
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結果：各 GbE ポートに対する入力モニタリングが表示されます。 
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出力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Output/Card/RF] ポートを選択します。 

結果：各 QAM カードに対する出力モニタリングが表示されます。 
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データ モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Data] を選択します。 

結果：各 GbE ポートに対するデータ モニタリングが表示されます。 
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入力の詳細を表示する 

出力モニタリング画面出力で [Input/Details] ボタンを押すことで、追加の（出

力ストリームの）入力情報を取得できます。 

結果：次の画面が表示されます。 
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DTI モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[DTI] を選択します。 

結果：各 DTI サーバ ポートに対する DTI モニタリングが表示されます。 

 

注：DTI タイムスタンプの増分（最大 5 秒で更新）は、ページ右上隅の [Refresh] 
ボタンを使用して表示できます。 

トンネルの詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、トンネルを選択します。 

結果：各 GbE ポートに対する DEPI トンネルが表示されます。 
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注：[Session] ボタンで、各トンネルに関するセッションのリストが表示されます。

[Statistics] ボタンで、各トンネルに関連付けられているセッションの統計情報が

表示されます。 

セッションの詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、セッションを選択します。 

結果：QAM チャネルの DEPI セッションが表示されます。 

 
注：[Statistics] ボタンで、このセッションの統計情報が表示されます。 

DEPI QAM 統計情報の詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、統計情報を選択します。 

結果：各 QAM チャネルについて、DEPI 統計情報が表示されます。 

 

注：[Statistics] ボタンで、このセッションの統計情報が表示されます。 
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はじめに 
ここでは、DOCSIS 準拠の M-CMTS の操作のために、DEPI コント

ロール プレーンを使用して RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニング

する方法について説明します。 
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プロビジョニング 
ここでは、M-CMTS の操作のために、DEPI コントロール プレーンを使用して 
RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニングする方法について説明します。 

必要な設定：  

 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード 
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チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 
1 [QAMs] ページに移動して、ページの一番下までスクロールします。 

結果：各出力キャリアのチャネル アプリケーション モードが表示されます。 
注：正しい設定は [DEPI Remote/DEPI Learn] です。 

 

 
 

DEPI Remote 
これは DEPI リモート統計モードに非常によく似ており、ユーザが QAM PHY 
パラメータを設定でき、M-CMTS の対応する設定と一致する場合のみセッション

がセットアップされます。 

注：すべての QAM チャネルが DEPI-Remote モードになるため、RF ポート 
1/1 は編集可能になります。 

 
 

DEPI-Learn 
このモードは DEPI リモート学習モードに似ており、ユーザは QAM PHY パラ

メータを設定できず、M-CMTS の設定から学習されます。 
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注：すべての QAM チャネルが DEPI-Learn モードになるため、RF ポート 1/1 
は編集できません。 

 

DTI サーバへの接続 

「DTI サーバへの接続」（112 ページ）を参照してください。 
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ステータス モニタリング 
はじめに 

ここでは、DOCSIS 準拠の M-CMTS の操作のためにステータスをモニタリング

する方法について説明します。 

 RF ゲートウェイ 1 では、次をモニタリングするためのユーティリティが提

供されています。 

 入力ストリーム（つまり、ストリームのアクティビティ、入力のビットレー

ト）  

 出力ストリーム（つまり、キャリアごとのストリームのマッピング、プロビ

ジョニングされたビットレートごと）  

 データ固有のモニタリング（つまり、DOCSIS sync の存在） 

 DTI サーバ接続とステータス 
 

モニタリング 
入力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Input/GbE] ポートを選択します。 
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結果：各 GbE ポートに対する入力モニタリングが表示されます。 
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出力モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[Output/Card/RF] ポートを選択します。 

結果：各 QAM カードに対する出力モニタリングが表示されます。 
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データ モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで [Data] を選択します。 

結果：各 GbE ポートに対するデータ モニタリングが表示されます。 
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入力の詳細を表示する 

出力モニタリング画面出力で [Input/Details] ボタンを押すことで、追加の（出

力ストリームの）入力情報を取得できます。 

結果：次の画面が表示されます。 
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DTI モニタリングを表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、[DTI] を選択します。 

結果：各 DTI サーバ ポートに対する DTI モニタリングが表示されます。 

 

注：DTI タイムスタンプの増分（最大 5 秒で更新）は、ページ右上隅の [Refresh] 
ボタンを使用して表示できます。 

トンネルの詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、トンネルを選択します。 

結果：各 GbE ポートに対する DEPI トンネルが表示されます。 
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注：[Session] ボタンで、各トンネルに関するセッションのリストが表示されます。

[Statistics] ボタンで、各トンネルに関連付けられているセッションの統計情報が

表示されます。 

セッションの詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、セッションを選択します。 

結果：QAM チャネルの DEPI セッションが表示されます。 

 
注：[Statistics] ボタンで、このセッションの統計情報が表示されます。 

DEPI QAM 統計情報の詳細を表示する 
1 [Monitor] ページに移動します。 
2 ツリー メニューで、DEPI の詳細に移動し、統計情報を選択します。 

結果：各 QAM チャネルについて、DEPI 統計情報が表示されます。 

 

注：[Statistics] ボタンで、このセッションの統計情報が表示されます。 
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DEPI 機能の概要 
PRE - SSO 中のデータ プレーンの拡張 

DEPI コントロールとセッションは、SO 後にセカンダリ PRE で再ネゴシエー

ションされます。RFGW1 のデータ プレーンは、コントロール プレーンがダウ

ンしても最大 60 秒はデータ トラフィック、SYNC、MAP/UCD の転送を継続

して、PRE SO の間もトラフィックが流れるようにします。[Monitor] -> [Session] 
ページで確認できるセッションが、Del-Wait 状態に移行することに注意してくだ

さい。新しい DEPI コントロールとセッションが確立すると、データ プレーン

は再プログラミングすることができます。 

この概念は、モデムをオンラインに維持し、PRE SO 中に中断が起こらないよう

にするものです。 

DEPI パス冗長性 

DEPI パス冗長性は、M-CMTS コアと EQAM 間で冗長な DEPI 接続を作成し、

管理するのための方法です。ハイ アベイラビリティ要件では、DEPI に含まれる

冗長サブコンポーネントおよび調整 DEPI 接続で動作でいる機能をサポートす

ることにより、CMTS のアーキテクチャでのシングル ポイント障害を回避する

ことが要求されます。 

DPR は、プライマリ セッションとセカンダリ セッションの 2 つのタイプの 
DEPI データセッションを導入しています。DPR は、データ セッション レベル

で冗長性を提供します。プライマリ セッションは、カプセル化された DOCSIS 
データを通常の状況で転送するために使用されます。プライマリ セッションは、

DPR がサポートされていない場合は、一般的な DEPI セッションと同じです。

セカンダリ セッションは、同じ QAM チャネルに関連付けられたプライマリ 
セッションの常時レディ状態の代替セッションとして機能します。セカンダリ 
セッションは、関連付けられているプライマリ セッションが障害の結果またはオ

ペレータの操作結果として使用できなくなった場合に、DEPI データを伝送する

ために使用できます 

注：[Monitor] -> [Depi details] -> [Statistics] ページに、特定の QAM チャネル

で現在アクティブなセッション タイプが示されます。 
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はじめに 
01.02.20 以降のソフトウェア リリースでは、特定のソフトウェア機能

を使用するにはソフトウェア ライセンスが必要です。ライセンスは

シャーシにあり、FTP サーバを使用して容易にインストールできます。

インストール後はライセンス サーバは必要ありません。ここでは、ラ

イセンス ファイルを必要とするさまざまなアプリケーションと、RF 
ゲートウェイ 1 でライセンス ファイルをインストール、アクティブ

化、および確認する方法について説明します。 

注：このセクションでは、ソフトウェア リリース 02.01.09 のライセ

ンスを受けた機能の画面を示します。[Authentication login] ボタンは、

02.01.09 よりも前のソフトウェア リリースでは存在しません。 
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ソフトウェア ライセンスを必要とするアプリケー

ション 
ソフトウェア リリース 01.02.20 以降では、次の機能にアクセスするにはライセ

ンスが必要です。 

 DOCSIS タイミング インターフェイスの使用を必要とするデータ ストリー

ム 

 DVB 暗号化 

 PowerKey 暗号化 

 96 チャネルの動作 

DATA、DVB、および PowerKEY のライセンスは、96 チャネル RFGW-1 で動

作するには 2 カウント必要です。48 チャネルの場合は、基本的な 1 カウントの

ライセンスのみが必要となります。 

ライセンス違反のアラームを回避するために、要求されたときにカウントが 2 個
であることをユーザの責任で確認してください。 

次の画面に、ライセンス違反の例を示します。 

DATA ライセンスは 1 カウントであることに注意してください。2 カウント必

要です。DVB および PowerKEY のライセンスは 2 カウントであり、違反して

いないことに注意してください。 

 

次に、上記の DATA ライセンスの違反によって引き起こされたアラームの例を

示します。 
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注：ライセンス ファイルのインストールを含め、あらゆるソフトウェア アップ

グレードを行う前に、ユーザが RF ゲートウェイ 1 の設定をバックアップして

おくことをお勧めします。 

ライセンス ファイルの入手 
次の項では、ライセンス ファイルの取得に必要な手順について説明します。 

ライセンス機能を含む部品番号を使用して RF ゲートウェイ 1 を購入したお客

様の場合、ライセンスは工場で事前にインストールされています。特に対処の必

要はありません。GUI の [System]/[License Management] ページにアクセスす

ることで、インストールを確認できます。DATA ライセンスがインストールされ

ている場合のこのページの例を次に示します。 

 

ライセンスなしで RF ゲートウェイ 1 を購入し、アップグレードを希望するお

客様の場合、ライセンス ファイルを購入しなければなりません。証明書キー（特

定の機能にアップグレードするためのライセンス ファイルの取得に使用します）

は、シスコ アカウント チームに連絡すれば購入できます。 

ライセンス ファイルを取得する 
1 シスコからの証明書キーを取得します。 
2 証明書キーとデバイスのシリアル番号を使用して、シスコ ライセンス Web 

アプリケーションからライセンス ファイルを取得します。 
3 証明書キーを入手したら、https://online.sciatl.com/license-it のライセンス

取得用 Web サイトに進みます 
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結果：次のページが表示されます。 

 
4 [Next>] ボタンをクリックします。 

結果：次のページが表示されます。 

 
5 個人情報を入力します。 
6 [Next>] ボタンをクリックします。 

結果：次のページが表示されます。 

 
7 ライセンスを付与する RF ゲートウェイ 1 のシリアル番号を入力します。 

注：シリアル番号は、RF ゲートウェイ GUI の [System¥About] ページで見

つかります。 
8 [Validate>] ボタンをクリックします。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
注：このページは、特定のデバイス上で取得されたすべてのライセンスを表

示します。この例では、RF ゲートウェイ 1 には「DATA」ライセンスがあ

りますが、多くの場合、ライセンス付き機能は「none」と表示されます。 
9 [Provide certificate & upgrade device>] ボタンをクリックします。 

結果：次のページが表示されます。 

 
10 証明書キーを入力します。 
11 [Validate>] ボタンをクリックします。 

結果：確認ダイアログ ボックスが開きます。 
12 [Confirm] をクリックしてアクションを確認します。 
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結果：ライセンス ファイルが生成されます。 

 
13 [Download license file] ボタンをクリックしてダウンロードします。 

注：ファイルは電子メールでも送信されます。 
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ライセンスのインストールとアクティブ化 

ライセンスをインストールする 
ライセンス ファイルは、FTP 経由でインストールされます。外部 FTP サーバが

必要です。 
1 [System/License Management] をクリックします 

結果：[License Overview] ウィンドウが表示されます。 

 
2 [Show FTP Settings] をクリックします。 

結果：[Configuration FTP Server] ウィンドウが表示されます。 

 
3 FTP の [Server IP Address] を入力します。 
4 FTP の [User Name] を入力します。 
5 FTP の [Password] を入力します。 
6 [Apply] をクリックします。 
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7 [Test FTP Connection] をクリックします。FTP ログイン成功のポップアップ

で、接続を確認します。 
注：エラーが発生した場合は、IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードを

再度確認します。 
8 [Save] をクリックします。 
9 [License File Path] テキスト ボックスに、FTP サーバのライセンス ファイル

へのパスを入力します。 
例：/rfgw-1-d/data_license/6310931 

10 [License File Name] テキスト ボックスに、ライセンス ファイルの名前を入

力します。 
例：license.dat.000000006310931.txt 

11 [Download License] をクリックしてライセンス ファイルのダウンロードを

開始します。 
注：ダウンロード エラーが発生した場合は、ライセンス ディレクトリへの

パスをとファイル名を再度確認します。 

ライセンスをアクティブ化する 
1 右上隅の [Reboot] ボタンをクリックします。（ライセンス ファイルをアク

ティブにするにはリブートが必要です）。 
結果：RF ゲートウェイ 1 がリブートし、ライセンス ファイルがアクティブ

になります。 
 



 

 
 安全なライセンス移動 
 

78-4025112-01 Rev E 143 
 

安全なライセンス移動 
安全なライセンス移動の機能を使用すると、使用していないライセンスをある 
RFGW-1（ソース デバイス）から別の RFGW-1（宛先デバイス）に移動できま

す。 
 

ライセンス移動の開始 
ライセンス移動を開始するには、次の手順に従います。 
1 シスコ HESULE ライセンス Web アプリケーション

（http://online.sciatl.com/license-it/CustomerLicense.aspx）に移動します。 
結果：次の画面が表示されます。 

 
2 要求された情報を入力し、[Next >] をクリックします。 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
3 [Support] メニューから、[RFGW-1] と [Start License Transfer] をクリック

します。 
結果：次の画面が表示されます。 

 
4 [Next >] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 
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5 シリアル番号またはホスト ID を入力します。 
注：シリアル番号は、RF ゲートウェイ GUI の [System¥About] ページで見

つかります。 
結果：保留中のすべてのライセンスが表示されます。 

 
6 転送するライセンスを選択し、[Next >] をクリックします。 

結果：次のページが表示されます。 

 
7 すべての情報が正しい場合は、[Confirm>] をクリックします。 
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結果：次の画面が表示されます。 

 
8 [Download license file] をクリックします。 

結果：ライセンス ファイルの添付ファイルは移動ケース ID とともに電子

メールで送信されます。 
注：移動ケース ID は、ライセンスの移動を完了するために必要です。 

9 外部 FTP サーバにライセンス ファイルをコピーします。 

ライセンスのインストールとアクティブ化 
1 ライセンスをインストールするには、「ライセンスのインストールとアク

ティブ化」（141 ページ）を参照してください。 
2 ライセンスがインストールされたら、[Refresh] ボタンをクリックしてライセ

ンスをアクティブにします。 
結果：検証キーの情報が表示されます。次の画面を参照してください。 
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注：検証キーは、ライセンス移動を完了するために必要です。 

 
 

ライセンス移動の完了 
ライセンス移動を完了するには、以下の手順に従ってください。 
1 シスコ HESULE ライセンス Web アプリケーション

（https://online.sciatl.com/license-it/CustomerLicense.aspx）に移動して、要

求される情報を入力します。 
2 [Support] メニューから、[RFGW-1 Complete License Transfer] をクリックし

ます。 

 
結果：次の画面が表示されます。 
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3 [Next >] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
 

4 移動ケース ID および検証キーを入力し、[Next >] をクリックします。 
結果：すべての情報が正しい場合、次の画面が表示されます。 
注：これで、このライセンスを別のデバイスで使用できるようになりました。 
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はじめに 
この章では、RFGW-1 をスクランブリング アプリケーションに統合す

る方法について説明します。 
 

 
 

10 第 10 章 
暗号化とスクランブリング 

章の内容 

 はじめに ............................................................................................... 150 
 スクランブリング、コントロール ワードおよび暗号化期間 ...... 151 
 アクセス基準およびアクセス権限 ................................................... 152 
 権限付与制御メッセージ ................................................................... 153 
 イベント情報スケジューラ ............................................................... 154 
 スクランブリング レベル ................................................................. 155 
 Simulcrypt スクランブリング .......................................................... 157 
 タイミング パラメータ ..................................................................... 158 
 手順 ....................................................................................................... 160 



 

第 10 章    暗号化とスクランブリング  
 
 

150 78-4025112-01 Rev E 

はじめに 
RF ゲートウェイ 1 には、DVB Simulcrypt コンディショナル アクセス（CA）

の仕様 ETSI TS 103 197 を満たすように設計された、DVB Simulcrypt 準拠のス

クランブラが付属されています。使用中の CA システムは数多くあり、RF ゲー

トウェイ 1 の目的は、できるだけ多くの CA システム上のデバイスを統合する

ことです。これを実現するには、スクランブラと CA の間のプロトコルやイン

ターフェイスの共通セットが必要です。 

RF ゲートウェイ 1 のスクランブラは、ライセンス単位で機能します。ライセン

スに関する詳細情報については、「第 8 章：ライセンシング」（135 ページの「ラ
イセシング」を参照）を参照してください。 
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スクランブリング、コントロール ワードおよび暗

号化期間 
CA のシステムの送信側では、トランスポート ストリームに多重化されたサービ

スは、DVB 共通スクランブリング アルゴリズムと、コントロール ワード（CW）

と呼ばれるスクランブリング/スクランブリング解除キーを併用することによっ

て、スクランブル化できます。受信側では、スクランブル化されたサービスは、

同じ CW を使用して、適切なスクランブリング解除アルゴリズムにより、スク

ランブリング解除できます。 

 

CA システムのセキュリティを強化するために、サービスをスクランブル化およ

びスクランブル解除するために使用される CW は定期的に変更されます（通常 
10 秒ごと）。1 つの CW がスクランブリングを行う時間を、暗号化期間と呼び

ます。CW（通常は 64 ビット）は、コントロール ワード ジェネレータ（CWG）

によって生成され、Simulcrypt Synchronizer（SCS）によって要求されます。 

 

CW は、暗号化されていない状態で送信側から受信側に渡すことはできません。

暗号化する必要があります。CW の暗号化に使用されるアルゴリズムは、各 CA 
システムに一意で、デスクランブラのセキュア デバイスに実装されており、カス

タマーのコンディショナル アクセス モジュール（CAM）のスマート カードを

使用します。 
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アクセス基準およびアクセス権限 
サブスクライバが特定のサービス（たとえば、スポーツや自然）のみに関心があ

る場合、そのサブスクライバはそのサービスのみに対して料金を支払うことを希

望します。料金を支払っていないサービスは、不明のままにしておく必要があり

ます。このため、アクセス基準（AC）とアクセス権限（AC）という 2 つのパラ

メータが定義されています。 

 アクセス基準はベンダーが指定する情報で、サービスのパッケージまたはエ

レメンタリ ストリームに適用されるサービス関連の基準を指定します。これ

らのサブスクリプション（テーマまたは製品とも呼ばれます）は、権限付与

制御メッセージ（ECM）にカプセル化されます。「権限付与制御メッセージ」

（153 ページ）を参照してください。 

 アクセス権限はデスクランブラのスマート カードに保存され、サブスクライ

バがアクセスできるサービスを決定します。これらのアクセス権限は権限付

与管理メッセージ（EMM）を使用して、定期的に確認されます。特定のサブ

スクライバのアクセス権限を変更すると、EMM が新しいアクセス権限とと

もにデスクランブラに送信されます。 

例： 

AC 1 サブスクリプション = フットボール ECM1 

AC 2 サブスクリプション = テニス ECM2 

AC 3 サブスクリプション = ゴルフ ECM3 

サブスクライバはフットボールおよびゴルフ プログラムを視聴するために支払

います。このサブスクライバのセット トップ ボックスは、適切な CW を含む

すべての ECM パケットを受信します。セット トップ ボックスもこのボックス

のアクセス権限を含む EMM パケットを受信します。これらの権限は AC と比

較され、セット トップ ボックスは、サブスクライバがアクセス権限を持つ ECM
（ECM1 および ECM3）の暗号化 CW のみを解読できます。 
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権限付与制御メッセージ 
CA イベントを開始するために EIS からトリガーされた SCS は、すべての暗号

化期間に対して、このイベントのために CWG から CW を受け取ります。詳細

については、「イベント情報スケジューラ」（154 ページ）を参照してください。 

  

  

SCS は、EIS から受信したスクランブリング制御グループ（SCG）の情報から AC 
を抽出します。シンクロナイザは、この AC を、対応する暗号化期間の CW と
併せて、権限付与制御メッセージ ジェネレータ（ECMG）に送信します。ECMG 
は、特定の暗号化アルゴリズムと、特定のサービス キーを使用して、AC および 
CW の両方を暗号化します。この暗号化データは、ECM にカプセル化され、SCS 
に送信されます。 

このイベントが開始するための最初の暗号ピリオドの前に、SCS はマルチプレク

サへの ECM の送信を開始します（通常は 200 msec ごと）。この開始時刻は、

デスクランブラに暗号化された CW および AC を解読する時間を与えるため

に必要です。マルチプレクサは、この ECM ストリームを出力トランスポート ス
トリームで多重化します。イベントが開始されると、SCS は CW をスクランブ

ラに送信し、これによりこのイベントに関連付けられたサービスのスクランブル

化が開始されます。 

暗号化期間が終了する前に、SCS は CWG から新しい CW 要求を受信し、その

後それを AC と一緒に ECMG に送信して、ECMG からこのイベントの新しい 
ECM を受信します。この新しく生成された ECM は出力トランスポート スト

リームで多重化されます。暗号化ピリオドが終了すると、新しい CW がスクラ

ンブラに送信され、これにより新しい CW を使用したサービスのスクランブル

化が開始されます。これは、イベントが終了するまで、すべての暗号化期間で発

生します。 
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イベント情報スケジューラ 
EIS は、スケジュール、設定、およびその他の完全な CA システムに必要な情報

を保持する CA システムの機能ユニットです。 

 

スクランブリング イベントを開始するために、EIS は SCG プロビジョニング 
メッセージを SCS で提供します。メッセージには、同じ CW を使用して同時に

スクランブル化される必要のあるサービスおよび（または）エレメンタリ スト

リームのリストと、ECM を生成する対象の ECM グループのリストが含まれて

います。ECM グループには、Super_Cas_ID、ECM_ID、AC などの、CA プロ

バイダーに ECM ストリームをバインドするために必要な情報が含まれていま

す。 

スクランブリング イベントを停止するには、EIS は SCS に SCG プロビジョニ

ング メッセージの更新を送信します。スクランブリングを停止する必要のあるイ

ベントの ECM グループは、SCG プロビジョニング メッセージから削除されま

す。次の図に、SCG プロビジョニング メッセージを示します。 
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スクランブリング レベル 
スクランブリングはエレメンタリ ストリーム レベルまたはサービス レベルで

実行できます。次に、これらのスクランブリング レベルについて説明します。 

エレメンタリ ストリーム レベルでのスクランブリング 
サービスの各コンポーネントを別の CW によってスクランブル化できます。た

とえば、ビデオと音声を別の CW でスクランブル化できます。これは、別の言

語による第 2 音声にプレミアムを課金する、マルチリンガル システムに役立ち

ます。この場合、各コンポーネントまたはエレメンタリ ストリームは、ECM の
メッセージの独自のストリームに関連付けられます。 

 

エレメンタリ ストリーム レベルでスクランブル化する場合、サービス内のすべ

てのエレメンタリ ストリームは異なる CW を使用してスクランブル化されま

す。各エレメンタリ ストリームに、ECM が 1 つ必要です。CA 記述子は、プ

ログラム マップ テーブル（PMT）内の各エレメンタリ ストリームの後に挿入

されます。 
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サービス レベルでのスクランブリング  
エレメンタリ ストリーム レベルでのスクランブリングの代わりに、同じ CW 
を使用して、サービスを構成するすべてのコンポーネントをスクランブル化する

方法です。この場合、1 つの ECM メッセージ ストリームのみが、サービス全

体に関連付けられます。 

 

 

サービス ストリーム レベルでスクランブル化する場合、サービス内のすべての

エレメンタリ ストリームは同じ CW を使用してスクランブル化されます。各

サービスに、ECM が 1 つのみ必要です。CA 記述子は PMT の上部付近に挿入

されます。 

注：スクランブラに、エレメンタリ ストリーム レベルでのスクランブリングと

サービス レベルでのスクランブリングを混在させることはできますが、同じサー

ビス内には混在できません。 
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Simulcrypt スクランブリング 
Simulcrypt スクランブリングは、単一のトランスポート ストリームに異なる 
CA システムからの ECM が含まれているスクランブリング方式です。各 CA 
システムは ECM の同じ CW を一意にスクランブル化して、エレメンタリ スト

リームの帯域幅が増加しないようにします。これにより、さまざまな CA デコー

ダ入力が同じビデオおよびオーディオ ストリームを受信して、正しく復号するこ

とが可能になっています。 
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タイミング パラメータ 
SCG（ID 1）プロビジョニング メッセージを使用して、EIS が SCS をトリガー

して新しい CA イベントを開始するときに、SCS は CWG から CW（CW 1）
を要求します。SCS が CWG から CW を受け取ったら、SCS は SCG のプロ

ビジョニング メッセージから取得した AC および ECM ID とともに CW を 
ECMG に送信します。 
ECMG は CW と AC を暗号化し、このデータを ECM にカプセル化します。

ECMG は、この ECM を SCS に送信します。CA イベントを開始する前（t1-t2）
の一定の時間（アクティベーション時間）で、SCS は、マルチプレクサに定期的

に最初の暗号化期間のための ECM を送信し始めます。 

 遷移開始遅延（t1-t2）：暗号化解除からスクランブル化への遷移に続く、最

初の暗号化期間の開始から、この期間に添付された ECM のブロードキャス

トの開始時までの間の時間を表します。 

マルチプレクサは、これらの ECM を出力トランスポート ストリームで多重化

します。同時に、ECM のパケット ID（PID）を含む CA 記述子が、トランス

ポート ストリームの PMT に挿入されます。 

 

遷移開始遅延は、デスクランブラが PMT から ECM PID をカプセル化解除し、

CW および AC を復号化するために必要な時間と一致する必要があります。最

初の暗号化期間（CP 1）の開始時（t2）に、セット トップ ボックスは CW 1 を
使用してスクランブル化されたサービスのスクランブル化解除を開始します。 

実行中の暗号化期間（CP 1）の終了前の一定の時間（t3-t5）で、SCS はこの CP 
に添付された ECM の送信を停止し、次の暗号化期間（CP 2）開始前の一定の時

間（t4-t5）で、SCS は CP2 への ECM の送信を開始します。 

 停止遅延（t3-t5）：暗号化期間の終了時から、この期間に添付された ECM の
ブロードキャストの終了時までの間の時間を表します。 

 開始遅延（t4-t5）：暗号化期間の開始時から、この期間に添付された ECM の
ブロードキャストの開始時までの間の時間を表します。 
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SCS が、EIS から実行中の CA イベントの終了を示す SCG プロビジョニング 
メッセージの更新を受信すると、シンクロナイザは最後の暗号化期間を、SCG の
プロビジョニング メッセージの更新から抽出された、アクティベーション時間の

終了時まで延長します。 

アクティベーション時間（tl）に到達すると、セット トップ ボックスはサービ

スのスクランブル解除を停止します。SCS は、この最後の暗号化期間（tl+1）に

添付された ECM の送信を停止します。 

 遷移停止遅延（tl-tl+1）：スクランブル化から暗号化解除への遷移に先行する、

最後の暗号化期間の終了時から、この期間に添付された ECM のブロード

キャストの終了時までの間の時間を表します。 

SCS が、サービスに対する別の AC を含む SCG プロビジョニング メッセージ

を受け取ったとき、シンクロナイザは最後の暗号化期間の t6 の時点で、以前の 
AC が含まれた ECM の送信を停止し、新しい AC で ECM の送信を開始しま

す（t7）。 

 AC 開始遅延（t7-t8）：AC の変更に続く、最初の暗号化期間の開始時から、

この期間に添付された ECM のブロードキャストの開始時までの間の時間を

表します。 

 AC 停止遅延（t6-t8）：AC の変更に先行する、最後の暗号化期間の終了時

から、この期間に添付された ECM のブロードキャストの終了時までの間の

時間を表します。 

SCS と ECMG 間の接続の確立時に、SCS は特定のタイミング パラメータが含

まれたチャネル ステータス メッセージを受信します。タイミング パラメータが

欠落している、または不正なとき、スクランブラ ECMG の設定では、これらの

パラメータを却下することもできます。 

サブスクライバが特定の暗号化期間の間にスクランブル化されたサービスにチャ

ネルを合わせた場合、そのサブスクライバが次の期間の唯一の CW を持ってい

るため、スクランブラは残りの暗号化期間中がサービスのスクランブル化を実行

できません。この問題を解決するに、ECM には複数の CW を付与できます。

CA システムでは ECM 内に 1 個または 2 個の CW が許可されています。た

とえば、現在の暗号化期間の CW と、次の期間の CW です。 
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手順 
スクランブリングを使用するには、事前に次の手順を完了しておく必要がありま

す。 
1 必要な設定 

a ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポートを設定します。

GbE インターフェイスの設定に関連する情報については、『Cisco RF 
Gateway 1 Configuration Guide』（部品番号 4025112）を参照してください。 

b QAM 出力を設定します。QAM ポートのイネーブル化に関連する情報に

ついては、『Cisco RF Gateway 1 Configuration Guide』（部品番号 4025112）
を参照してください。 
注：ONID および TSID は CVC Simulcrypt 用の EIS 設定に一致する必

要があります。 
c チャネル アプリケーション モード（CVC Simulcrypt 動作の場合は SDV、

VOD マップ モードの場合は Video）を設定します。チャネル アプリ

ケーション モードに関連する情報については、『Cisco RF Gateway 1 
Configuration Guide』（部品番号 4025112）を参照してください。 

2 Simulcrypt コントローラの設定 
a スクランブリングの一般パラメータを設定します。「スクランブリングの

一般設定」（162 ページ）を参照してください。 
注：CVC Simulcrypt の場合、[Core Encryption] を [DVB CSA] に設定

する必要があります。 
b スクランブリング固有のパラメータを設定します。「スクランブリング固

有のパラメータの設定」（163 ページ）を参照してください。 
c 1 つまたは複数の ECMG を RFGW-1 に割り当て、ECMG 固有のパラ

メータを設定します。「権限付与制御メッセージ ジェネレータ」（163 
ページ）を参照してください。 
注：基準 AC 要件を満たすために、CVC Simulcrypt は [Auto] ではなく 
[ECM ID] を使用する必要があります。 

d 1 つまたは複数の EIS を RFGW-1 に割り当て、EIS 固有のパラメータを

設定します。「イベント情報スケジューラ」（177 ページ）を参照してく

ださい。 
 

ブロードキャスト スクランブリングと二重暗号化ブロードキャス

トの設定 
次の手順に従って、スクランブラ パラメータを選択します。 
1 [System Configuration] ページに移動します。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
2 [Broadcast Scrambling] パラメータを [Enabled] または [Disabled] に設定

します。 
結果：次のポップアップ メッセージが表示されます。 

 
3 [Dual Encryption Broadcast] パラメータを [Enabled] または [Disabled] に

設定します。このパラメータは、[Broadcast Scrambling] パラメータが 
[Enabled] に設定されている場合に限り、編集可能です。 
結果：次のポップアップ メッセージが表示されます。 

 
4 [Apply] をクリックして確定するか、[Reset] で中断します。 
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注：ブロードキャスト スクランブリング パラメータの変更は、アクティブなセッションがない場合だけ可能です。これらの 2 つのパラメータを変更すると、自動設定保存がトリガーされ、RF ゲートウェイがリブートします。 

 

スクランブリングの一般設定 
一般設定パラメータ 

次の表に、一般設定パラメータを示します。 

パラメータ 説明 

Scramble Video and Audio RFGW-1 は、サービスのすべてのコンポーネントをスクラン

ブル化するか、サービスのビデオと音声コンポーネントのみを

スクランブル化できます（サービス レベルでのスクランブリ

ングの場合）。 

Check SCG at Provision 
Time 

このパラメータがオンで、SCS が EIS から SCG のプロビ

ジョニング メッセージを受信すると、RFGW-1 は SCG プロ

ビジョニング メッセージリストされているサービスが含まれ

る入力トランスポート ストリームに、エレメンタリ ストリー

ム/サービスが存在しないかチェックします。入力トランス

ポート ストリームにサービスが含まれると、SCS は SCG を
受け入れます。そうでない場合は、SCS は SCG を拒否し、

EIS にエラー メッセージを返します。 

オフの場合、RFGW-1 はトランスポート ストリームにサービ

スが存在するかチェックします（アクティベーション時）。ス

クランブラは、サービスのスクランブリング プロセスを開始

します。 

Strong Pairing Enforcement NDS ストロング ペアリング強のオン/オフを切り替えます。 

SCG Persistence リブート後も利用できるように、SCG がデバイスに保存され

ます。 

Active Core Encryption 正しいファームウェアの暗号化アルゴリズムを示します。 

Core Encryption Algorithm DES（PowerKEY）または Simulcrypt 用の DVB-CS を選択

します。 

Scrambled ECMG Streams RFGW-1 上のスクランブル化されたストリームの数を表示し

ます。 

 
 

スクランブラ パラメータの選択 

次の手順に従って、スクランブラ パラメータを選択します。 
1 [System]/[Scrambler] ページに移動します。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
2 アクティブ化するパラメータの横にあるチェックボックスをクリックします。 
3 [Apply] をクリックして確定するか、[Reset] で中断します。 
 

スクランブリング固有のパラメータの設定 
SCS 設定 GUI の概要 

SCS では、スクランブリング固有のパラメータの設定と、以下の CA インター

フェイスの割り当てができます。 

 ECMG インターフェイス 

 EIS インターフェイス 

注：SCS コンフィギュレータを使用して RF ゲートウェイ 1 に割り当て可能な 
CA インターフェイス数は 40 に制限されています。 
 

権限付与制御メッセージ ジェネレータ 

RFGW-1 の SCS と ECMG との間で通信を確立するには、TCP 接続を作成して

から、チャネル セット アップを行う必要があります。接続プロセス中に、SCS は 
TCP 接続を確立するために ECMG の IP アドレスとポート番号を要求し、チャ

ネルをセット アップするためにチャネル ID を必要とします。オペレータがこ

のチャネル ID を決定することも、SCS が空きチャネル ID プールからチャネル 
ID を選択することもできます。 
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また、SCS は、CA のシステム ID を連結したものである Super CAS ID、サブ

システム ID および通信パラメータ間のマッピングを必要とします。一度チャネ

ルが確立され、ECMG から ECM を要求するように、EIS が SCS をトリガーす

ると、ECM ストリームがセット アップされます。 

1 チャネル内の ECMG と SCS との間でセット アップできる ECM ストリー

ム数は制限されており、CA システムによって異なります。 
 

ロード バランシング 

バックアップおよび（または）ロード シェアリングのために、複数の ECMG を 
RFGW-1 に接続できます。通信チャネルに割り当てられているプライオリティに

よって、ECMG がロード バランシングで使用されるか、バックアップ モードで

使用されるかが決まります。ECMG のチャネル プライオリティが等しい場合は、

ECMG はロード シェアリング モードで動作します。プライオリティが異なる場

合、一番プライオリティの高い（つまり、一番小さい数字の）ECMG がメイン 
ECMG として動作し、一番プライオリティが低い ECMG がバックアップとして

動作します。 

RFGW-1 で新しい ECM ストリームがセット アップされるたびに、接続される 
ECMG が選択されます。その後、使用可能な ECM の容量がある一番プライオ

リティの高い ECMG との接続を選択します。ジェネレータのプライオリティが

同じ場合は、使用可能な ECM 容量を持つ、最もオープンされていないストリー

ムが選択されます。ECMG の負荷が低下すると、ECM ストリームが自動的に同

じプライオリティの複数の ECMG に広がることはなくなります。 

ECMG とのチャネル接続が失われたり、ECMG で ECMG 容量が不足したりす

るとすぐに、新しい ECMG が上記の基準に基づいて選択されます。 

ECMG の動作モードは、組み合わせることができます。たとえば、同じプライオ

リティの 2 つのジェネレータ（ロード シェアリング モード）は、低プライオリ

ティ（バックアップ モード）のジェネレータと組み合わせることができます。 

注：容量が使用できない場合、ECM ストリームはセットアップされず、サービ

スはスクランブル化されません。 

例 

 ロード シェアリング 
アプリケーションに同じプライオリティ（prio 1）を持つ 2 つの ECMG が
あり（IP A および B）があり、10 ストリームの容量があるとします。スト

リームのセットアップ時に、ストリームは次のように ECMG に広がります。 

- IP A：ストリーム 1、3、5、7、9 

- IP B：ストリーム 2、4、6、8、10 
RFGW-1 がいくつかのサービス（ストリーム 5、7、9 に対応）を停止すると、

ストリームのバランシングは行われません。 

- IP A：ストリーム 1、3 
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- IP B：ストリーム 2、4、6、8、10 

 ECMG バックアップ 
当社のアプリケーションでは、ECMG IP A のプライオリティは 1 で、IP B 
のプライオリティは 2 です。ストリームは次のように共有されます。 

- IP A：ストリーム 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 

- IP B：ストリーム  
IP A に障害が起きた場合、IP B が負荷を引き継ぎます。 

- IP A：ストリーム  

- IP B：ストリーム 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 
IP A が復元した場合： 

- IP A：ストリーム 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 

- IP B：ストリーム  
追加ストリームが必要な場合、IP B から容量が取得されます。 

- IP A：ストリーム 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 

- IP B：ストリーム 11 

 ロード シェアリングおよび ECMG バックアップ 
アプリケーションに、10 ストリームの容量を持つ 3 つの ECMG（IP A、B、
C）があるとします。IP A と B のプライオリティは 1、IP C のプライオリ

ティは 2 です。ストリームのセットアップ時に、ストリームは次のように 
ECMG に広がります。 

- IP A（prio 1）：ストリーム 1、3、5、7、9、11 

- IP B（prio 1）：ストリーム 2、4、6、8、10 

- IP C（prio 2）：ストリーム 
IP A に障害が起きた場合、IP B の容量がすべて使用され、残りは IP C の容

量を使用します。 

- IP A（prio 1）：ストリーム  

- IP B（prio 1）：ストリーム 2、4、6、8、10、1、3、5、7、9 

- IP C（prio 1）：ストリーム 11 
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ECMG の追加 

次の説明に従って ECMG を追加します。 
1 [System]/[Scrambler] ページに移動します。 

結果：次のページが表示されます。 

 
2 [+] をクリックしてウィンドウを展開し、[ECMG Configuration] を選択しま

す。 
結果：次のページが表示されます。 

 
3 新しい ECMG を追加するには、[Add New ECMG] をクリックします。 

注：作成済みの ECMG を選択するには、[Edit] をクリックします。 
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結果：次のページが表示され、ECMG パラメータが表示されます。 

 
4 ECMG 接続を追加するには、「ECMG 接続エントリの追加」（169 ページ） 

を参照してください。 
 

ECMG の削除 

次の説明に従って ECMG を削除します。 
1 削除する ECMG エントリの横にあるボックスをクリックします。 

結果：次の画面に示すように、エントリが強調表示されます。 

 
2 [Delete] をクリックしてエントリを削除するか、[Reset] をクリックして中止

します。 
ヒント：複数のエントリを削除する場合は、最初の行のチェックボックスを

クリックし、SHIFT キーを押したまま、最後の行のチェックボックスをク

リックします。 
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ECMG パラメータ 

次の表で、ECMG パラメータについて説明します。 

パラメータ  説明 

ECMG Name ECMG の名前（最大 20 文字）は、CA システムでの ECMG の識別を容易に

するためのラベルとして機能します。 

ECMG Type  [Standard]：DVB Simulcrypt。 

 [M_Crypt]：（DVB Simulcrypt）空の ECM によりスクランブリングがリセッ

トされるようにします。 

 [Nagra]：（DVB Simulcrypt）事前に少数の ECM をプリフェッチして、更

新された AC の迅速な使用を可能にします。 

CA System ID (Hex) 関連する ECM ストリームに該当する CA システムのタイプを示すために使

用されます。詳細については、CA ベンダーに問い合わせてください。CA シ
ステム ID は、ETR 162 のテーブル 3 CA_system_ID で定義されています。 

CA Sub System ID 
(Hex) 

CA アプリケーション内で、同じ CA のベンダーからの複数の ECMG を区別

するために使用されます。詳細については、CA ベンダーに問い合わせてくだ

さい。 

ECMG PID Source 目的の ECM PID ソースを選択します。 

 [ECM ID]：SCG プロビジョニング メッセージが ECM PID を指定するため

に使用されます。 

 [Auto]：RFGW-1 のマルチプレクサが空いている PID のリストから ECM 
PID を選択します。 

注：マルチプレクサによって決められる空き PID のリストは、限度（[ECM PID 
Lower Limit] と [ECM PID Upper Limit]）を定義することで制限できます。 

ECMG PID Lower 
Limit (Hex) 

ECMG PID の下限。 

ECMG PID Upper 
Limit (Hex)  

ECMG PID の上限。 

ECMG 
Streams/ECMG 

必要な ECMG ストリームの数。 

Open ECMG 
Streams/ECMG 

CA システム ECMG のうち、オープンな ECMG ストリームの数。 

Automatic Channel ID 
Selection 

自動チャネル ID 選択をイネーブルまたはディセーブルにします。 

Enable Hot Backup 現時点ではサポートされていません（将来的に使用）。 

次の説明に従って ECMG パラメータを変更します。 
1 変更するパラメータを強調表示し、変更します。 
2 [Apply] をクリックします。 
 

ECMG パラメータの変更 

次の説明に従って ECMG パラメータを変更します。 
1 変更するパラメータを強調表示し、変更します。 
2 [Apply] をクリックします。 
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ECMG 接続エントリの追加 

次の説明に従って ECMG 接続エントリを追加します。 
1 [System]/[Scrambler] ページに移動します。 

結果：次のページが表示されます。 

 
2 [+] をクリックしてウィンドウを展開し、[ECMG Configuration] を選択しま

す。 
結果：次のページが表示されます。 

 
3 [Add New ECMG] をクリックします。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
4 [Connection] をクリックします。 

結果：[Connection] テーブルが表示されます。 

 
5 [Add New Connection] をクリックします。 

結果：[Connection] テーブルに新しい行が追加されます。 
6 このエントリの [Priority] ボックスに、ECMG の動作モードを設定するため

にチャネルの優先順位を入力します。 
7 [IP Address] ボックスに、ECMG の IP アドレスを入力します。IP アドレ

スのオクテットはドットで区切る必要があります。 
8 [Port] ボックスに、このチャネルで使用される ECMG のポート番号を入力

します。 
9 [ECMG Port Selection] ボックスに、ECMG との通信に使用するイーサネッ

ト ポートを入力します。 
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10 [Channel Id] ボックスに、チャネル ID 番号を入力します。0 ～ 65535 の範

囲の数を入力できます。自動チャネル ID 選択がサポートされている場合は、

ID が自動的に設定されます。チェックボックスが選択されていることを確認

します。 
注：すべての CA ベンダーが自動チャネル ID 選択をサポートしているわけ

ではありません。 
11 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
 

ECMG 接続エントリの削除 

次の説明に従って ECMG 接続エントリを削除します。 
1 [Connections] テーブルで、削除する必要があるエントリのチェックボックス

をクリックします。 
結果：エントリが強調表示されます。 

2 [Apply] をクリックして、エントリを削除します。 

ヒント：複数のエントリを削除する場合は、最初の行のチェックボックスをクリッ

クし、SHIFT キーを押したまま、最後の行のチェックボックスをクリックします。 
 

ECMG チャネル ステータス メッセージのパラメータ値の却下 

通常、SCS では ECMG によって生成されたチャネル ステータス メッセージの

値を使用して ECM の送信タイミングが決まります。特定の値が欠落している、

不正である、および ECMG でこれらの値を変更できない場合は、SCS 設定 GUI 
を使用してこれらの値を却下できます。次の表に、却下できるパラメータについ

て説明します。 

パラメータ 説明 
Overrule Max. Comp. Time (ms) チャネルのすべてのストリームが使用中である場合に、ECM 

ジェネレータが ECM を計算するために必要とする最悪条件の

時間。このパラメータは Simulcrypt Synchronizer によって使用

される [ECM Request Interval] パラメータを決定します。このパ

ラメータは、ECM ジェネレータが ECMG のコンピューティン

グ リソースが不足していることを示している場合、変更する必要

があります。 

Overrule Min. CP Duration (ms) コントロール ワードがアクティブであることが可能な最小時間。

これを過ぎると、コントロール ワードを変更できるようになりま

す。注：標準の CVC Simulcrypt の場合、この設定は 4 秒のま

まにする必要があります。 

Overrule Transition Start Delay 
(ms) 

暗号化解除からスクランブル化への遷移に続く、最初の暗号化期

間の開始から、この期間に添付された ECM のブロードキャスト

の開始時までの間の時間。 

Overrule Transition Stop Delay 
(ms) 

スクランブル化から暗号化解除への遷移に先行する、最後の暗号

化期間の終了時から、この期間に添付された ECM のブロード

キャストの終了時までの間の時間。 

Overrule Start Delay (ms) 暗号化期間の開始時から、この期間に添付された ECM のブロー

ドキャストの開始時までの間の時間。 
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Overrule Stop Delay (ms) 暗号化期間の終了時から、この期間に添付された ECM のブロー

ドキャストの終了時までの間の時間。 

Overrule AC Start Delay (ms) アクセス基準の変更に続く、最初の暗号化期間の開始時から、こ

の期間に添付された ECM のブロードキャストの開始時までの

間の時間。 

Overrule AC Stop Delay (ms) アクセス基準の変更に先行する、最後の暗号化期間の終了時か

ら、この期間に添付された ECM のブロードキャストの終了時

までの間の時間。 

Overrule Repetition Period (ms) スクランブラの出力の 2 個の ECM パケット間の間隔。 

Overrule Max. Streams： チャネルの ECMG でサポートされる、同時オープンできるス

トリームの最大数。ECMG が 0 を返す場合、最大数は不明で

す。スクランブラはチャネル上のストリームの合計を制限せず、

ECMG の最大容量に到達しても、ECMG バックアップから 
ECM が要求されることはありません。ECMG がオーバーロー

ドしないようにするために、ストリームの最大数を却下できま

す。 
 

次の表に、これらのパラメータの最小、最大、およびデフォルト値を示します。 

パラメータ 最小値 最大値 デフォルト値 

Overrule Max Comp Time (ms) 0 60,000 5,000 

Overrule Min CP Duration (ms) 1,000 3,600,000 10,000 

Overrule Transition Start Delay (ms) -30,000  0 -2,000 

Overrule Transition Stop Delay (ms) 0 30,000 2,000 

Overrule Start Delay (ms) -30,000 30,000 -2,000 

Overrule Stop Delay (ms) -30,000  30,000  -2,000 

Overrule AC Start Delay (ms) -30,000 30,000 -2,000 

Overrule AC Stop Delay (ms) -30,000 30,000 -2,100 

Overrule Repetition Period (ms) 0 30,000 100 

Overrule Max. Streams 0 30,000 512 

CA アプリケーションに参加している RFGW-1 のアクティブ/非アクティブ状

態にかかわらず、RFGW-1 はデフォルトで ECMG に接続されます。 

チャネル ステータス メッセージ パラメータ値の変更 

次の説明に従ってメッセージ パラメータ値を変更します。 
1 [Advanced] をクリックします。 
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結果：次のテーブルが表示されます。 

 
2 変更するパラメータの横にあるチェックボックスをクリックします。 

結果：パラメータ ボックスがアクティブになります。 
3 設定を変更します。 
4 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
 

ECMG 記述子ルール 

CA 記述子は、サービスまたはエレメンタリ ストリームの CA 固有の情報を伝

送するために使用されるデータ構造です。RFGW-1 は、ユーザ設定可能な CA 記
述子のルールに従って、CA 記述子で PMT を更新できます。SCS コンフィギュ

レータでは、CA 記述子ルールの設定と、そのルールの記述子への適用が可能で

す。 

注：RFGW-1 がサービスまたはサービス内のコンポーネントをスクランブル化す

ると、PMT の CA 記述子は、CA 記述子が適用される ECM PID の値に基づい

てソートされます。値が一番小さい CA 記述子が最初に表示されます。スクラン

ブル化されたサービスが RFGW-1 の入力から出力に渡されるときに、CA 記述

子の順序は変更されません。 
 

記述子ルールの追加 

次の説明に従って記述子ルールを追加します。  
1 [System]/[Scrambler] ページに移動します。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
1 [+] をクリックしてウィンドウを展開し、[ECMG Configuration] を選択しま

す。 
結果：次のページが表示されます。 

 
2 [Add New ECMG] をクリックします。 

結果：次のページが表示されます。 
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3 [Descriptor Rules] をクリックします。 
結果：[Descriptor Rules] テーブルが表示されます。 

 
4 [Add New ECMG Descriptor Rule] をクリックします。 

結果：ルールがテーブルに追加されます。 
5 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
6 いずれかのパラメータ設定を変更するには、そのパラメータを強調表示して

変更します。[Apply] をクリックして、変更を確定します。 
 

記述子ルールの削除 

次の説明に従って記述子ルールを削除します。 
1 削除するルールの横にあるチェックボックスをオンにします。 

結果：次の画面に示すように、エントリが強調表示されます。 

 
2 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
 

記述子ルール パラメータ 

次の表で、記述子ルール パラメータについて説明します。 
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パラメータ 説明 

Name 記述子ルールの ID。 

Type ルール タイプを選択できます。 

 [Add Private Data]：標準記述子にデータを追加します。 

 [Do Not Insert]：PSI/SI 情報が外部 PSIG によって生成されている

場合、PMT の CA 記述子の更新を防止します。 

注： 

 ルール タイプが [Do Not Insert] に設定されている場合、[Insert] お
よび [Private Data [Hex]] パラメータは使用できません。 

 プライベート データは、CA ベンダー専用です。 

Insert プライベート データ部分の挿入レベル モードを選択します。 

 [According to EIS]：EIS が挿入のレベルを決定します。 

 [At ES Level]：挿入は ES レベルで行われます（EIS によりサービス 
レベルでのスクランブリングが定義されている場合でも）。 

ECM ID(s) CA 記述子のルールを適用する必要がある ECM ID。複数の ID は、カ

ンマで区切る必要があります。 

Private Data (Hex) 記述子ルールのプライベート データ。 

注： 

 RFGW-1 は、スクランブル化されたサービスまたはエレメンタリ ストリーム

の PMT に標準 CA 記述子を追加します。 

 [Data ID(s)] ボックスに ID が追加されていない場合、記述子ルールはすべて

の ECM に適用されます。[Data ID(s)] ボックスが空であるルールが 1 つだ

け許可されるため、このルールが標準 CA 記述子を却下します。 

 ID を追加すると、ルールは [ECM ID(s)] ボックスに表示されている ECM 
ID のみに適用されます。特定の ECM ID に対して、1 つのルールのみが有

効になります。 

 追加される ECM ID は、特定の ECMG に対するすべての記述子ルールの中

で一意である必要があります。 
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イベント情報スケジューラ 

EIS は、サービスをスクランブル化するための関連情報が含まれる SCG を、SCS 
に提供します。EIS と SCS との間で通信を確立するには、TCP 接続を作成して

から、チャネル セット アップを行う必要があります。接続が確立されると、

RFGW-1 の SCS は EIS から SCG を受信します。EIS と RFGW-1 間の TCP 
接続をセット アップするには、EIS は接続を確立するために使用される 
RFGW-1 の IP アドレスと TCP ポートの知識を必要とします。 

 
 

EIS の追加 

次の説明に従って EIS を追加します。 
1 [System]/[Scrambler] ページに移動します。 

結果：次のページが表示されます。 

 
2 [+] をクリックしてウィンドウを展開し、[EIS Configuration] を選択します。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
3 [Add New EIS] をクリックします。 

結果：新しい EIS がテーブルに追加されます。 

 
4 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
 

EIS の削除 

次の説明に従って EIS を削除します。 
1 削除するルールの横にあるチェックボックスをオンにします。 

結果：行が強調表示されます。 
2 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
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EIS パラメータ 

次の表で、EIS パラメータについて説明します。 

パラメータ 説明 

EIS Name CA システムの EIS を識別します。 

TCP Port RFGW-1 が EIS との TCP 接続を確立するために使用するリスニン

グ ポートの番号。 

注：TCP リスニング ポート番号は一意である必要があり、EMM ジェ

ネレータまたは PSI ジェネレータで使用されていてはいけません。 

EIS Port Selection EIS との通信に使用されるイーサネット ポート。 

Overrule 暗号化期間パラメータがスクランブリングにカプセル化される場合。 

CP Duration 制御グループが欠落しているかが不正な場合、このパラメータは却下

できます。 

EIS Type 次の EIS タイプを使用できます。 

 [General]：サード パーティ EIS 

 SA Specific EIS of ROSA NMS 

注：RFGW-1 には SA EIS を 1 つだけ割り当てることができます。 

Connection 
Status 

EIS への接続の状態。 

Peer IP EIS の IP アドレス。 

 
 

EIS パラメータの変更 

次の説明に従って EIS パラメータを変更します。 
1 ドロップダウン ボックスをクリックして変更するパラメータを選択します。 

結果：[Apply] ボタンと [Reset] ボタンがアクティブになります。 
2 [Apply] をクリックして変更を確定するか、[Reset] で中断します。 
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この章では、GUI 認証、HTTPS および SFTP のサポートを含む、Cisco 
RF ゲートウェイ 1 のセキュリティ機能について説明します。 
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セキュリティ機能の概要 
次の機能は、ソフトウェア バージョン 6.1.x. でサポートされます。 

 RFGW GUI にアクセスするためのローカルおよびリモート認証。 

 HTTPS のサポート。 

 SFTP のサポート（DSA キーがサポートされた SSHv2）。 

 SFTP 用の DSA キーのダウンロード。 

 リリース管理、設定のバックアップ/復元、ライセンス管理、および SSL/SSH 
キーのダウンロードを実行するための SFTP クライアント サポート。 

 SFTP、FTP、HTTPS、HTTP および Telnet ポートをイネーブルまたはディ

セーブルにするためのファイアウォール設定。 
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認証 
ソフトウェア リリース 06.1.x で RF ゲートウェイ 1 を使用しているユーザは、

パスワード ベースの認証を使用できます。この章では、ユーザ認証機能を設定す

る方法について説明します。このユニットは、認証をイネーブルにしない状態（工

場出荷時のデフォルト設定）でもイネーブルにした状態でも、ユーザ設定可能な 2 
つの（ローカルおよびリモート）動作モードで操作できます。 
 

認証設定 
RF ゲートウェイ 1 は、次の画面に示すように、工場出荷時設定では認証はディ

セーブルでお客様に発送されます。この状態のユニットでは、すべての設定可能

なパラメータに対し、ユーザは読み取り/書き込みのフル アクセスが可能です。

RF ゲートウェイ 1 の Web 管理ページは、ログイン タブがグレーで選択でき

ない状態で表示されます。ローカルおよびリモート認証モードを使用できます。

ローカル認証をイネーブルにするには、「ローカル認証をセット アップする」

（183 ページ）を参照してください。リモート認証をイネーブルにするには、「リ
モート認証をセット アップする」（187 ページ）を参照してください。認証モー

ドがイネーブルをイネーブルにすると、新しい認証モードを変更するには、ユー

ザがパスワードを入力する必要があります。どちらのモードでも動作している間

も、RF ゲートウェイ 1 の管理インターフェイスでは、4 ～ 16 文字の長さの英

数字のパスワードを使用できます。 

 
 

ローカル認証 

RFGW-1 は 5 個の読み取り専用ユーザ（rfgw1、rfgw2、rfgw3、rfgw4、rfgw5）
と 1 個の読み取り/書き込みユーザ（admin）をサポートします。これらすべて

のユーザのデフォルト パスワード（工場出荷時設定）は「0000」です。ローカル 
モードでは、追加のログイン ID をプロビジョニングすることはできません。不

正アクセスを防止するために、オペレータがデフォルト パスワードを変更するこ

とを推奨します。「デフォルト パスワードを変更する」（185 ページ）を参照し

てください。 
 

ローカル認証をセット アップする 
1 [System]/[Authentication] ページに移動します。 

結果：次のページが表示されます。 
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2 [Mode] ドロップダウン ウィンドウで、動作モードとして [Local] を選択し

ます。 
デフォルトのタイムアウト値は 30 分です。タイムアウト値は、必要に応じ

て変更できます。 
3 [Apply] をクリックします。 

結果：ログイン UI 画面が表示されます。 

 
admin、rfgw1、rfgw2、rfgw3、rfgw4、rfgw5 のいずれかをローカル ユー

ザ名として入力できます。注：admin は読み取り/書き込みユーザです。他

のユーザは読み取り専用ユーザです。 
4 デフォルトのパスワードとして「0000」と入力します。 
5 [Login] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
6 [OK] をクリックします。 
 

読み取り専用と読み取り/書き込みユーザ 
1 ログイン UI では、rfgw1（ローカル ユーザ）としてログインします。 
2 RF ゲートウェイ 1 Web ページの設定を編集して、[Apply] をクリックしま

す。 
次の画面が表示されます。
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3 [OK] をクリックします。 
次の画面が表示されます。 

 
4 admin でログインします。 
5 RF ゲートウェイ 1 Web ページの設定を編集して、[Apply] をクリックしま

す。注：admin ユーザだけが RF ゲートウェイ 1 設定の変更、設定の保存、

RF ゲートウェイ 1 のリブートを行うことができます。 
6 設定が適用されます。 

タイムアウトを変更する 
1 [System]/[Authentication] ページに移動します。 
2 [Timeout] のドロップダウン ボックスをクリックして、適切なタイムアウト

値を選択します。 

 
 

デフォルト パスワードを変更する 
1 [System]/[Authentication] ページに移動します。 
2 [+] 記号をクリックし、[Change Password] を選択します。 
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結果：次のページが表示されます。 

 
3 自分のパスワードを変更します。 
4 [Apply]  をクリックします。 
5 メイン メニュー バーで [Save] をクリックして設定を保存します。 
 

ローカル ユーザを編集する 
1 admin でログインします。 
2 [System]/[Authentication] ページに移動します。 
3 [+] 記号をクリックし、[Edit Local Users] を選択します。 

結果：次のページが表示されます。 

 
4 編集するログイン ID を選択します。 
5 [Rename login-id to] に値を入力します。 
6 [New password] と [Confirm password] を入力します。 
7 [Apply] をクリックします。 
 

ローカル ユーザ管理 

 ユーザが「admin」（ローカル モード）としてログインすると、ユーザはす

べての設定可能な RF ゲートウェイ 1 Web ページにアクセスして、読み取

り/書き込みのフル アクセスが可能です。 

 ユーザが「rfgw1」、「rfgw2」、「rfgw3」、「rfgw4」または「rfgw5」（ロー

カル モード）としてにログインすると、ユーザはすべての設定可能な RF 
ゲートウェイ 1 Web ページにアクセスして、読み取り専用アクセスが可能で

す。 
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 単一ユーザ アクセスがサポートされており、別のネットワーク Web クライ

アント IP アドレスからのログイン試行が成功すると、その前のセッションは

終了し、RF ゲートウェイには一度に 1 人のユーザしかログインできないよ

うになっています。次のメッセージは、このアクションが実行される前に警

告を発します。 

 
 

リモート認証 
ネットワーク認証に RADIUS プロトコルを使用することで、複数ユーザの認証

が提供されています。複数ユーザの認証のためには、RF ゲートウェイ 1 管理

ネットワーク上で、RADIUS サーバがアクセス可能である必要があります。標準 
RADIUS サーバはすぐに使用できます。たとえば、WinRadius および 
FreeRADIUS です。 
 

リモート認証をセット アップする 

次の説明に従ってリモート認証を設定します。 
1 [System]/[Authentication] ページに移動します。 
2 [Mode] ドロップダウン ボックスで、[Remote] を選択します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
3 [Server IP] 、[Server port]、[Secret key] を入力します。 
4 [Apply] をクリックします。 
5 メイン メニュー バーで [Save] をクリックして設定を保存します。 
6 メイン メニュー バーで [Logout] をクリックします。 
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結果：次のウィンドウが表示されます。 

 
7 [OK] をクリックします。 
8 メイン メニュー バーで [Login] をクリックします。 

次の画面が表示されます。 

 
9 RADIUS サーバでプロビジョニングされている [User Name] と 

[Password] を入力します。 
 

リモート ユーザ管理 

 「rfgw1」または任意の RADIUS ユーザ（リモート モードに）ログインし

た場合、ユーザは設定可能なすべての RF ゲートウェイ 1 Web ページにア

クセスできます。 

 RADIUS サーバの RADIUS ユーザ コンフィギュレーション ファイルで、

cisco-avpair を cisco-avpair = "shell:priv-lvl=15" に設定して、RADIUS ユー

ザに RFGW1 Web ページへの読み取り/書き込みアクセスを許可します。 

 オペレータは、デフォルトのユーザ ID（「rfgw1」）をローカルおよび（ま

たは）RADIUS ユーザとして設定できます。RF ゲートウェイ 1 は、認証ク

レデンシャルにこのどちらか一方を使用します。 

 オペレータは、RADIUS サーバ インターフェイスを使用して、RADIUS ベー

スのユーザとパスワードを設定および変更します。 

 リモート（マルチユーザ）モードでは、ローカル パスワード機能もイネーブ

ルです。そのため、ローカル ユーザおよびパスワードは引き続き有効です。

したがって、工場出荷時設定のパスワードをすぐに変更する必要があります。

また、リモート モードでは、システム/認証/パスワード変更の機能は、ロー
カル ユーザのパスワードだけを変更することができます。RF ゲートウェイ 
1 のオペレータがリモート ユーザのクレデンシャルを変更するには、

RADIUS サーバ インターフェイスを使用する必要があります。これは RF 
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ゲートウェイ 1 管理インターフェイスを使用して実行することはできませ

ん。 

 入力したユーザ クレデンシャルを使用したリモート認証が成功しない場合、

入力したものと同じユーザ クレデンシャル詳細を使用して、ローカル認証が

試行されます。 

 単一読み取り/書き込みユーザ アクセスがサポートされており、別のネット

ワーク Web クライアント IP アドレスからのログイン試行が成功すると、

その前のセッションは終了し、一度に 1 人のユーザしかログインおよび変更

を行うことができないようになっています。次のメッセージ ボックスは、こ

のアクションが実行される前に警告を発します。 

 
 

パスワードのリカバリ 
RF ゲートウェイ 1 の前面パネルを使用して、パスワードのリセットとリカバリ

機能が使用できます。 
 

デフォルト パスワードをリセットする 
1 前面パネルで、LEFT ボタンと UP ボタンを同時に押します。 
2 前面パネルで、LEFT ボタンと DOWN ボタンを同時に押します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
3 [Yes] を選択します。 

注：この手順により、デフォルト パスワードが「1111」にリセットされます。

パスワードを変更するには、「デフォルト パスワードを変更する」（185 
ページ）を参照してください。 
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RF ゲートウェイ 1 での HTTPS の有効化 

HTTPS を有効にする手順 
次の各項では、HTTPS を有効にするための以降の手順について詳細に説明しま

す。 

 CA を作成する  

 HTTPS のサポートに必要な、各 RF ゲートウェイ 1 ユニットの固有のキー

と CSR を作成する 

 各 CSR に CA で署名する 

 FTP サーバから各キーと証明書を各 RF ゲートウェイ 1 ユニットにダウン

ロードする  

 CA 証明書を、RF ゲートウェイ 1 ユニットで使用する各ブラウザにイン

ポートする 

以下の手順では、コマンド プロンプトをイタリック体、ユーザ入力を太字、コン

ピュータの応答を通常の書体で示します。 
 

CA 証明書の作成 

ca.crt という名前の CA 証明書を作成します。 

OpenSSL> req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt 

Enter pass phrase for ca.key: 

Loading 'screen' into random state - done 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:US 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Kentucky 

Locality Name (eg, city) []:LaRue 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Sinking Spring 
Farm 
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Organizational Unit Name (eg, section) []:Log Cabin 

Common Name (eg, YOUR name) []:Abraham 

Email Address []:honest@abe.com 

OpenSSL> 
 

サーバ キーの作成 

server.key および server.pem という名前の非保護のサーバ キーを作成します。 

以下で作成する server.pem は、パスワード保護されていません。誰でも表示可

能な暗号化されていない状態の秘密 RSA キーが含まれているため、厳重に保護

してください。 

OpenSSL> genrsa -des3 -out server.key 4096 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating RSA private key, 4096 bit long modulus 

................................................................................ 

................................................................................ 

.................++ 

......................................++ 

e is 65537 (0x10001) 

Enter pass phrase for server.key: 

Verifying - Enter pass phrase for server.key: 

OpenSSL> rsa -in server.key -out server.pem 

Enter pass phrase for server.key: 

writing RSA key 

OpenSSL>  

 
 

CSR の作成 

server.csr という名前の証明書署名要求を作成します。 

HTTPS を使用する場合は、ブラウザでサイト名と証明書の一般名が一致してい

る必要があります。したがって、以下の証明書の一般名として RFGW-1 の IP ア
ドレスを使用する必要があります。 

OpenSSL> req -new -key server.key -out server.csr 

Enter pass phrase for server.key: 

Loading 'screen' into random state - done 



 

第 11 章    認証  
 
 

192 78-4025112-01 Rev E 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [AU]:US 

State or Province Name (full name) [Some-State]:Indiana 

Locality Name (eg, city) []:West Lafayette 

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Purdue University 

Organizational Unit Name (eg, section) []:Delta Chi Fraternity 

Common Name (eg, YOUR name) []:10.90.149.80 

Email Address []:amelia@purdue.edu 

Please enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []: 

An optional company name []:Boilermakers Inc. 

OpenSSL> 

 
 

CSR の署名 

以前に自分が作成した CA で証明書署名要求に署名し、public.crt という名前を

付けます。Firefox などのブラウザは、シリアル番号に関して非常に厳密である

ため、重複がないか確認してください。シリアル番号は、署名ごとに一意にする

必要があります。 

OpenSSL> x509 -req -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 
01 -out public.crt 

Loading 'screen' into random state - done 

Signature ok 

subject=/C=US/ST=Indiana/L=West Lafayette/O=Purdue 
University/OU=Delta Chi Frate 

rnity/CN=10.90.149.80/emailAddress=amelia@purdue.edu 
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Getting CA Private Key 

Enter pass phrase for ca.key: 

OpenSSL> 
 

RF ゲートウェイ 1 へのキー ファイルと証明書ファイルのダウンロード 

FTP サーバの IP アドレス、ユーザ名、およびパスワードの設定には、SSL 設定

メニューを使用します。また、キーと証明書ファイルへのパス、およびキーと証

明書ファイル名の設定にも使用します。サーバ キー（server.pem）をパスワード

保護してはいけません。 

次の説明に従って SSL を設定します。 
1 [System]/[SSL Configuration] ページに移動します。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
2 [Server Key Information] ボックスで、[Server Key Path] と [Server Key 

Name] に入力します。 
注：サーバ キーは「server.pem」という名前にすることを推奨します。 

3 [Download Server Key] をクリックします。 



 

第 11 章    認証  
 
 

194 78-4025112-01 Rev E 

結果：次の詳細が通知される場合があります。 

 

 

 
4 [SSL Certificate File Information] ボックスで、[SSL Certificate File Path] と 

[SSL Certificate File Name] に入力します。 
注：ファイルは「public.crt」という名前にすることを推奨します。 

5 [Download SSL Certificate] をクリックします。 
結果：ステータス ウィンドウに、ファイルが有効か無効かが示されます。 

 
 

 
6 ファイルの確認が終わったら、[Install Certificate] をクリックしてサーバを再

起動します。 
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結果：数秒後に、ファイアウォールによって許可され、サーバが HTTP と 
HTTPS の両方に応答するようになります。 
注：無効なファイルは自動的に削除されます。 

 

 

 
7 [UnInstall/Delete Certificate] をクリックすると HTTPS が無効になります。 

結果：キー ファイルと証明書ファイルが削除され、Web サーバが再起動し

ます。 
 

CA 証明書のインポート 

次の説明に従って、CA 証明書を Firefox にインポートします。 
1 Firefox を起動します。 

結果：次の画面が表示されます。 
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2 [Tools] - [Options] - [Advanced] - [Encryption] - [View Certificates] - 
[Authorities] をクリックします。 
結果：次の画面が表示されます。 

 
3 [Import] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 

 
4 自分の ca.crt ファイルを検索して選択します。 
5 [Open] をクリックします。 

結果：次の画面が表示されます。 
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6 [Trust this CA to identify web sites] ボックスをオンにします。 
7 [View] をクリックして CA 証明書を調べます。 

結果：次の画面が表示されます。 
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SFTP のサポート 
SFTP クライアントおよびサーバ用に、DSA キー付き SSHv2 がセキュリティ 
プロトコルとして使用されます。SFTP クライアントとサーバは、DSA キーがダ

ウンロードされインストールされ（SFTP サーバを許可するファイアウォール）、

（SFTP クライアントの場合）転送モードが SFTP に設定されて初めて操作でき

るようになります。 

注：デフォルトでは、FTP および SFTP のファイアウォールがイネーブルで、デ

フォルトのファイル転送方式は FTP に設定されています 
 

SFTP のための GUI 変更 
SFTP をサポートするために、次の GUI 変更が追加されました。 
 

[System] タブの変更 
1 現在、[System Configuration] ページには、ファイルのダウンロードおよび

アップロード用に FTP または SFTP を選択するオプションが含まれます。 
2 現在、ファイアウォール設定には、SFTP ポートをイネーブルまたはディセー

ブルにするオプションが含まれます。 
3 新しいセキュリティ機能へのアクセスを提供するために、[SSH 

Configuration] ページが追加されました。次の画面を参照してください。 

 

DSA キーの生成 

概要 

RFGW-1 は、SFTP がディセーブルの状態で工場から出荷されます。SFTP をイ

ネーブルにするには、次が必要です。 
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 必要な DSA キーをダウンロードする FTP サーバ   

 SSH が DSA キーを生成するためのオープン ソース ツールキット  

 2.6.x または 6.1.x. などの SSH/SFTP カーネル サポートを含むソフトウェ

ア 

重要：ライブ RFGW-1 システムにインストールする前に、IT 部門およびセキュ

リティ部門に連絡することを推奨します。作成するキー ファイルには秘密キーが

含まれているため、会社のセキュリティ手順に従って処理する必要があります。

特に、dsa_key.pem と呼ばれる非保護のキーには注意が必要です。 

非保護の DSA キーの作成 

dsa_key.pem はパスワードで保護されていません。これには、誰でも表示可能な

オープンの秘密 DSA キーが含まれています。DSA キーの生成には、openssh 
シェルが必要です（この例では Cygwin を使用します）。次の説明に従って DSA 
キーを作成します。 
1 シェル プロンプトで次のコマンドを入力します。 

ssh-keygen -t dsa（「t」フラグはキー タイプを指定するために使用されます）。 
結果：ファイルを保存する場所を尋ねられます。デフォルトの場所は 
~/.ssh/id_dsa です。 

2 [Enter] をクリックしてデフォルトの場所にファイルを保存するか、別の場所

を指定します。 
結果：パスフレーズを入力するように促されます。 

3 [Enter] を 2 回クリックして非保護ファイルを生成します。 
結果：次の 2 ファイルが作成されます。 
- dsa_key.pem：秘密キー（RFGW-1 にダウンロードされます） 
- dsa_key.pem.pub：公開キー（サーバにダウンロードできます） 

 

注：「-f」を挿入すると、コマンドラインでファイル名を指定できます。このフ

ラグは、キー ファイルを保存するパスを強制します。次の例を参照してください。 

ssh-keygen -t dsa -f /path/to/my_dsa 
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SFTP のインストール 
デフォルトでは、SFTP ディセーブルで、FTP がデフォルトのファイル転送方式

として使用されます。 

次の説明に従って SFTP をイネーブルにして設定します。 

ステップ 1： 

- RFGW-1 に DSA キーをダウンロードします 

- [System]/[SSH Configuration] ページに移動します。FTP サーバの IP ア
ドレス、ユーザ名、およびパスワードを設定します。また、DSA キー ファ

イルをダウンロードするための DSA キーのパスと DSA キー名を入力

できます。キー ファイルをパスワード保護してはいけません。 

- すべてのパラメータを設定したら、[Download DSA Key] をクリックして、

ファイルを検証します。 

結果：ステータス ウィンドウに、ダウンロードおよび検証が成功したかどうかが

示されます。 

ステップ 2：RFGW-1 に SFTP をインストールします 

- ファイルの検証が終わったら、[Install Key] をクリックしてファイルをイ

ンストールします。無効なキー ファイルは自動的に削除されます。 

結果：  

 SFTP サーバ：キーがインストールされると（SFTP ポートのファイアウォー

ルはイネーブルに設定する必要があります）、RFGW-1 は、SFTP および FTP 
の両方の要求に応答します。 
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 SFTP クライアント：キーがインストールされると（ファイル転送モードは 
SFTP に設定する必要があります）、それ以降のすべてのダウンロードおよび

アップロード操作（リリース、ライセンスのダウンロード、設定バックアッ

プなど）は SFTP を使用して行われます。 

 

ステップ 3：ファイル転送モードとして SFTP を選択します 

- ユーザは FTP と SFTP クライアント間でファイル転送を切り替えでき

ます。 
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注：ファイル転送モードとして SFTP を選択した場合、DSA キーをダウンロー

ドおよびインストールする前に、設定が許可されていないことを示すメッセージ

が表示されます。 

 

 
 

SFTP のアンインストール 
SFTP をアンインストールするには、次の手順に従います。 

ステップ 1：RFGW-1 の SFTP をアンインストールします。 

[SSH Configuration] ページで、[Uninstall] をクリックします。 

結果：  

キーが削除されます。 

すべての既存の SFTP 接続が閉じられます。 

SFTP サーバとクライアントがディセーブルになります。 
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注：ファイル転送方式は変更されずそのまま残ります。SFTP に設定されている

場合、手動で FTP に変更します。 
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ファイアウォール設定 
次の画面を使用して、さまざまなポートをイネーブルまたはディセーブルにでき

ます。 

 

 注：  

 HTTPS ポートがディセーブルの場合、HTTP ポートはディセーブルにできま

せん。 

 HTTP ポートがディセーブルの場合、HTTPS ポートはディセーブルにできま

せん 
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Cisco RF ゲートウェイ 1 シャーシは、既存のハードウェア構成を変

更せずに、96-QAM チャネルのソフトウェア アップグレード性をサ

ポートしています。この動作モードを検討しているユーザは、48-QAM 
チャネルの動作と同様に、すべての機能のフル サポートと下位互換性

の受信を継続できます。 
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ライセンシング 
RF ゲートウェイ 1 は、「第 8 章：ライセンシング」（135 ページの「ライセ
シング」を参照）で詳しく説明されている手順を使用して購入できるライセンス

を適用することで、96-QAM チャネル サポートのライセンスを付与できます。 

ユーザが正常に 96-QAM チャネル ライセンスを適用すると、ライセンス情報が 
[System/License Management] メニューに表示されます。 

 

96-QAM チャネル ライセンスを適用した後、ライセンスをアクティブにするに

は、リブートが必要です。ユーザは、上記に示されているように、

8_CHANNELS_PER_PORT ライセンス エントリを表示することで、有効なライ

センスの適用を確認できます。現在、ソフトウェア リリース V03.00.XX 以上で 
96-QAM チャネル ライセンスをサポートしています。 
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リリース管理 
96-QAM チャネル対応リリースである V03.00.XX 以降のインストールでは、

「第 3 章：一般的な設定とモニタリング」（21 ページの「一般的な設定とモニタ
リング」を参照）で概要が説明されている、同じガイドラインと手順に従います。 
 

アップグレード 
96 チャネル動作に対応していない（つまり、V03.00.XX 未満の）RF ゲートウェ

イ 1 リリースに 96-QAM チャネル ライセンスを適用するだけでは、その

シャーシの動作への影響はありません。ライセンスは、シャーシのアップグレー

ドに 96-QAM チャネル ソフトウェア リリース（V03.00.XX 以上）を使用した

ときにアクティブになります。 

逆に、96-QAM チャネル ライセンスを使用せずに RF ゲートウェイ 1 を 
V03.00.XX にアップグレードすると、RF ゲートウェイ 1 のユーザはシャーシの

構成または設定を変更することなく、既存のモード（48-QAM チャネル）で動作

を継続できます。 

[Summary] ページでは、ライセンス付与されていないチャネルをグレー表示して

明確に識別しています。次の図は、96-QAM チャネル ライセンスの不在（存在）

を示します。 

RF ゲートウェイ 1 でライセンス付与されていない 96-QAM チャネルは、

[Summary] ページで次のように表示されます。 
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RF ゲートウェイ 1 でフル ライセンス付与されている 96-QAM チャネルは、

[Summary] ページで次のように表示されます。 

 
 

元に戻す 
RF ゲートウェイ 1 ユーザは、元に戻す機能を使用して、96-QAM チャネル対応

の V03.00.XX リリースから V01.03.XX、V02.02.XX のリリース ブランチに切り

替えることができます。 
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コンフィギュレーション管理 
96-QAM チャネル対応リリース（たとえば、V03.00.XX 以降）のコンフィギュレー

ション管理は、「第 3 章：一般的な設定とモニタリング」（21 ページの「一般
的な設定とモニタリング」を参照）で概要が説明されているガイドラインと手順

に従います。 
 

バックアップ 
96-QAM チャネル バックアップをオフラインで実行するための、追加情報また

は手順は必要ありません。以前と同様に、すべてのオペレータに頻繁にバックアッ

プすることを強くお勧めします。 
 

リストア 
96-QAM チャネル対応 V03.00.XX 以降で 48-QAM チャネル シャーシの構成

データベースのリストアを実行することができます。RF ゲートウェイ 1 ソフト

ウェア V01.03.XX および V02.02.XX リリース ブランチの構成データベースは

下位互換性があり、96-QAM チャネル対応 V03.00.XX リリースでテスト済みで

す。 
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運用上の考慮事項 
96-QAM チャネル モードの動作は、ハードウェアおよび運用コストを追加する

ことなく、容量が増加されます。ユーザには、新しい電力レベルの範囲と、利用

可能な RF ポートごとに設定されたクワッド チャネルまでに対応する 2 つの

結合チャネル バンクが提供されます。 
 

QAM の設定 
すべての 96-QAM チャネルは、[QAMS/QAM Configuration] サブ メニューか

ら設定できます。4 つの結合チャネルが 2 セット使用可能になりました。 

注：チャネル 1 および 5（QAM チャネルの中心周波数）はユーザが設定できま

す。1 つの RF ポート内のキャリア周波数はオーバーラップしてはいけません。 

重要：ポート制御は、RF ポート全体（物理 F コネクタ）をオンまたはオフにし

ます。ユーザが 4 個のチャネルで構成された 1 グループだけをオフにすること

を意図している場合、この機能のために、結合チャネルの下に追加オプションの

「None」が提供されています。ここでも、個々のチャネル制御を使用して、チャ

ネルを個別にミュートできます。 

グローバル QAM 設定例 
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RF ポート サブメニューの例 

 

RF ポートの出力電力範囲は、ユーザが選択した結合チャネルの総数に基づいて

います。次の表を参照してください。 

結合チャネル 範囲 

1 52 ～ 62 

2 48 ～ 58 

3 46 ～ 56 

4 44 ～ 54 

5 43 ～ 53 

6 42 ～ 52 

7 41 ～ 52 

8 41 ～ 52 
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チャネル設定サブメニューの例 

 
 

マップ設定 
RF ゲートウェイ 1 のマップ エディタを使用して、ユーザが追加の使用可能な

チャネルをサービス用にプロビジョニングできるようになりました。96-QAM 
チャネル対応の V03.00.XX 以降のリリースでのビデオおよびデータのマップ エ
ントリを次に示します。特定のマップ行を選択すると、ユーザは適切なプルダウ

ン メニューとデータ フィールドを確認できます。同じ原則がビデオ ストリーム 
マップの拡張設定にも適用されます。マップ操作の基本および拡張ルールは、「第 
4 章：テーブルベース ビデオ固有の操作」（79 ページの「テーブルベース ビデ
オ固有の操作」を参照）で説明されています。 

データ マップ エディタ 
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ビデオ ストリームのマップ エディタ 

 

ビデオ マップの拡張設定 
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モニタリング 
現在、RF ポートの出力モニタリングには、RF ポートあたり 8 個の出力すべて

をモニタリングする機能が含まれています。 
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ネットワーク管理 
96-QAM チャネル モードでの動作では、48 チャネル モードと同様に、SNMP 
モニタリングおよび管理が提供されています。現在、次の専用 MIB は完全に 96 
QAM チャネル互換です。 
1 CISCO-RFGW-1-MIB.my 
2 CISCO-RFGW-1-MIB.Support 
3 CISCO-RFGW-1-OLS-MIB.mib 
4 CISCO-RFGW-1-PROD-MIB.mib 
5 CISCO-RFGW-1-SCRAMBLING-MIB.mib 
6 CISCO-RFGW-1-TRAP-MIB.mib 
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この章では、NGOD 操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビジョ

ニングする方法について説明します。読者は NGOD プロトコルの知

識があると想定されています。 
 

 
 

13 第 13 章 
NGOD の固有の操作 

章の内容 

 プロビジョニング ............................................................................... 218 
 ステータス モニタリング ................................................................. 221 
 トラブルシューティング ................................................................... 222 
 ログ ....................................................................................................... 223 



 

第 13 章    NGOD の固有の操作  
 
 

218 78-4025112-01 Rev E 

プロビジョニング 
ここでは、NGOD 操作のために RF ゲートウェイ 1 をプロビジョニングする方

法について説明します。 

必要な設定：  

 ビデオ/データの IP アドレスを含む GbE 入力ポート 

 QAM 出力 

 チャネル アプリケーション モード 
 

チャネル アプリケーション モード 
チャネル アプリケーション モードを確認する 

[Qams] ページに移動します。 
1 QAM チャネルを選択し、アプリケーション モードを NGOD に設定します。 
2 TSID を適切に設定します。 

結果：各出力キャリアのアプリケーション モードが表示されます。 

 
 

NGOD の設定 
[System] タブ移動し、そこからタブの左側の NGOD の設定に移動します。 

RFGW-1 は次の NGOD 設定で設定されています。 

 [VREP Version]：これは 2 に設定されている必要があります。 

 [Region Name]：この RFGW-1 が属するリージョン名です。 

[Local Name]：RFGW-1 のローカル名です。リージョンおよびローカル名が一緒

に付加されている場合、RFGW-1 の場所を識別します。 

 コンポーネント名  
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 [Local]：リージョン名とローカル名 [Component Name]：RFGW-1 の名前 

 [QAM RF Port 1-12] の名前：これらは、QAM ポートを ERM にアドバタイ

ズするために使用されます。 
GigE ポートの名前 

 [Bw Interval] と [Bw Threshold]：RFGW-1 はすべての QAM をチェックし

て、Bw インターバルの間にしきい値以上の帯域幅の変化があったかどうかを

確認します。これは、ERM によって帯域幅を維持するために使用されます。

レポートをディセーブルにするには、[Bw Interval] を 0 に設定する必要があ

ります。 

 
 

D6/R6 通信 
ERM およびリッスンに使用するポートの情報を指定します 
1 [System] タブに移動します。 
2 NGOD 設定メニューの下の [D6/R6 Comm. Config] を選択します。 
3 ERM の IP アドレス、ポート、タイムアウト、R6 リスニング ポートなどを

セットアップします。 
a [IP Address] と [Port]：ERM の IP アドレスとポート。1 つの RFGW-1 

で最大 4 つの異なる ERM を設定できます。 
b [Connection Timeout]：ネットワーク遅延に対応する秒数 
c [Hold Time out]：ホールド時間中にキープアライブ メッセージが、3 秒

以上に 1 回の間隔で 3 回送信されます。 
d [BEGIN and END RF ports]：ERM で設定できるポート番号/QAM チャ

ネルです。 
e [State]：（読み取り専用フィールド）RFGW-1 の現在の状態情報を提供し

ます。 
f [Listening Port]：R6 リスニング ポート。RFGW が R6 メッセージをリッ

スンするポートです。 
g [Connection Time out]：RFGW-1 が接続をリセットする前に、R6 メッ

セージを待つ時間の長さです。 
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h [Session Time out]：ERM から R6 セッション更新（ping）を受信せずに、

RFGW-1 がセッションをアライブに維持できる時間の長さです。 
i [Announce Time out]：アナウンス メッセージを再送信する前に、RFGW-1 

が待機する時間の長さです。 

 
 

 



 

 
 ステータス モニタリング 
 

78-4025112-01 Rev E 221 
 

ステータス モニタリング 
ERM と RFGW-1 間の R6/D6 メッセージのステータス モニタリングは、

RFGW の [Monitor] タブに表示されます。 

メッセージのタイプとプロトコルがタブに表示されます。最初のカラムの IP ア
ドレスは、ERM のアドレスで、ダッシュ付きの番号は、接続がオンである時間

を表しています。たとえば、次の図では、10.90.146.108 ERM は、4555 秒間接続

状態です。 

 

NGOD ログ メッセージ 

[System] タブの、[System Configuration] メニューおよび [Log] サブメニュー

では、ログの設定ができます。NGOD Manager は異なるレベルに設定できます。

[Logs] サブメニューを選択した場合、NGOD モジュールからのログを参照でき

ます。ログは NGOD の問題をトラブルシューティングする際に使用できます。 
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トラブルシューティング 
 RFGW-1 QAM は ERM で認識されません。 

 [D6/R6 comm. Config] ページの [State] をチェックしてください。これが数

分以上 [StartUp/Establish connection] の状態である場合、RFGW-1 は ERM 
と通信できません。RFGW-1 と ERM 間の TCP 接続を確認します。 

 ストリーミング ゾーン（RegionName.LocalName）が正しいかどうかを確認

します。ERM が RFGW-1 と同じストリーミング ゾーンで設定されている

ことを確認します。 

 RFGW-1 の QAM が NGOD 用に設定され、イネーブルになっていること

を確認します。 

 RFGW-1 の [State] が [Send Periodic Keep Alives] の場合、ERM に接続さ

れ、使用可能な状態です。 

 それでも QAM を認識しない場合は、RFGW-1 のログを確認してください。 

 RFGW-1 QAM は ERM によって認識されますが、セッションは作成されま

せん。 

 ERM で R6 接続を確立するようにプロビジョニングされている場合は、そう

なっているか確認します。 

 R6 リスニング ポートをチェックして、ERM がそのポートで接続を要求して

いることを確認します。 

 R6 通信中に、RFGW-1 のログでエラーがないか確認します。 
 



 

 
 ログ 
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ログ 
 オペレータは、NGOD システムのログを使用して、RFGW-1 の正しい動作

を判別できます。次に、重要なログの一部のリストを示します。 

 R6[<IP Address of USRM>] Session creation failed: Bad id format:<Passed in 
ID> 

 USRM からのセッションの作成は、セッション作成中に USRM から提供さ

れた ID が不正なため、失敗しました。 

 R6[<IP Address of USRM>] Session creation failed: Bad destipaddr  
Output:<QAM Id> ProgNo.:<Prog No.> DestIp:<Ip Address> for 
ERM:<Resource Manager IP> 

 セッションを作成するために USRM が使用する宛先 IP アドレスが無効で、

セッションの作成が失敗しました。 

 R6[<IP Address of USRM>] Session creation failed: Could not add session  
Output: :<QAM Id> ProgNo.: <Prog No.> for ERM: <Resource Manager IP> 

 一般的なセッション作成失敗のメッセージ 

 R6[<IP Address of USRM>] Session creation failed, TSId not found: 
Output:<QAM Id> TsId:<TsId> ERM: <Resource Manager IP> 

 セッションを作成するために USRM から指定された TSID は無効でした。 

 R6[<IP Address of USRM>] CreateSession Invalid number of multicast 
addresses <Count> 

 3 つ以上のマルチキャスト ソースが、セッション作成中に指定されました。 

 R6[<IP Address of USRM>] CreateSession Invalid dest multicast address. 複
数の mc アドレスに対して異なる宛先を指定できません。MC 
Count:<Count> 

 宛先マルチキャスト アドレスが、指定されたマルチキャストごとに異なって

います。 

 R6[<IP Address of USRM>]: <Send Buffer> - Send Failed. Length:<Length of 
Buf> ReturnVal:<Sent Bytes> Error:<ErrorNum> 

 USRM への汎用 TCP の送信に失敗しました。通常、ネットワーク接続がダ

ウンしていると発生します。 

 R6[<IP Address of USRM>]: Teardown failed. Sess not found. Sess:<Sess No> 
SessId:<OnDemand SessionId> IP:<Src IP Address> 

 存在しないセッションがにティアダウンが要求されました。 

 R6 Opened a new connection for ERM: [<IP Address of USRM>] 

 リソース マネージャで新しい接続が作成されました。 



 

第 13 章    NGOD の固有の操作  
 
 

224 78-4025112-01 Rev E 

 R6MsgRecv[<IP Address of USRM>]: %s - Unknown Message ==><Message 
Received> 

 USRM から不明なメッセージを受信しました。 

 R6[<Worker Num>]: <IP Address of USRM> - Connection Timed out. 
Now:<Now Time> LastMsgTime:<Last message time> Timeout:<Connection 
Time Out> 

 一定時間メッセージを受信しませんでした。最後メッセージを受信した時間

はログに示されます。接続タイムアウトもログに示されます。 

 R6[<Worker Num>] Closing connection for ERM:< IP Address of USRM> 

 4 台のワーカー スレッドが、最大 4 つの異なる ERM に対する ERM 接続

を処理しています。このメッセージは、接続が閉じようとしていることを示

します。ワーカー スレッドが接続を閉じると、新しい接続にワーカー スレッ

ドを使用できるようになります。 

 R6 GenIPSrvr:Got a new Accept:<Socket Num> from <IP Address> 

 新しい接続が受け入れられました。 

 R6[<IPAddress>] No worker available 

 4 つすべてのワーカー スレッドが使用中であり、USRM からの接続を処理す

るために使用できるワーカー スレッドはありません。 

 NGOD session timeout reached for sessionID = <Session Id> 

 セッションのセッション タイムアウトに到達し、セッションが閉じられまし

た。 

 D6State[<ERM Instance>]: ESTABLISH IP:<ERM IpAddress> SZ:<Streaming 
Zone> 

 D6 接続が確立されています。ERM のインスタンス番号は 4 つあります。 

 D6State[<ERM Instance>]: RECVOPEN IP: <ERM IpAddress> 

 ERM からの OPEN メッセージを待っています。 

 D6State[<ERM Instance>]: SENDFIRSTKEEPALIVE IP: <ERM IpAddress> 

 最初のキープアライブ メッセージの送信を開始しようとしています。 

 D6State[<ERM Instance>]: RECVFIRSTKEEPALIVE IP: <ERM IpAddress> 

 最初のキープアライブ メッセージを送信し、最初のキープアライブ メッ

セージの受信を待っています。 

 D6State[<ERM Instance>]: INITUPDATE IP: <ERM IpAddress> 

 最初の更新メッセージを ERM に送信しようとしています。 

 D6State[<ERM Instance>]: ERRORNOTIFICATION IP: <ERM IpAddress> 
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 ERM とのメッセージ交換中にエラーが発生しませんでした。 

 D6[<ERM Instance>]: Error (sent != tx bytes) errno:<Error Num> 

 TCP IP 接続に障害があると、送信バイトが送信しようとしていたものと一致

しません。 

 D6[<ERM Instance>]: Error receiving errno:<Error Num> 

 ERM からデータを受信する際にエラーが発生しました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: SendOpen Failed 

 これは RFGW が ERM に OPEN メッセージを送信できなかったことを意

味します。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: ReceiveOpen Failed 

 RFGW は ERM から OPEN メッセージを受信しませんでした。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: Waiting for ReceiveOpen timedout. Hold time 
expired. 

 ERM からの Receive open を受信しませんでした。ホールド タイマーの期

限が切れました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: ReceiveOpen parsing open message Failed 

 サーバから受信した OPEN メッセージの解析が失敗しました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: SendKeepAlive Failed 

 キープアライブ メッセージの送信に失敗しました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: ReceiveKeepAlive -- Error receiving message 

 ERM からのキープアライブ メッセージの受信中にエラーが発生しました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: ReceiveKeepAlive -- Nothing received 

 キープアライブの待機中に何も受信しませんでした。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: ReceiveKeepAlive -- HoldTime Expired 

 キープアライブを待っている間に、ホールド タイマーの期限が切れました。 

 D6 Error[<ERM Instance>]: SendInitialUpdate -- Send failed 

 最初の更新の送信に失敗しました。 

 D6 QAMUPDATE[<ERM Instance>]: ADD QAM:<QAM Id> Freq: <Freq> 
Mod <Modulation Mode> TSID <TsId> 

 ERM に QAM を追加しています。 

 D6[<ERM Instance>] QAMUPDATE: WITHDRAW QAM:<QAM Id>  TSID 
<TsId> 

 ERM から QAM を削除しています。 
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 D6Update[<ERM Instance>]: BW Update ERROR Qam:<QAM Id> 

 イネーブルの場合、BW の更新は、ERM に定期的に送信されます。このメッ

セージは、これらのメッセージの送信中にエラーが発生したことを示します。 

 D6[<ERM Instance>]: ERROR no keepAlives (<Keep Alive time>) seen, now 
holdTime (<Remaining Hold Time>) <= 0 too 

 キープアライブが表示されず、ホールド タイムが期限切れになりました。 
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質問がある場合 
技術的な質問については、シスコ サービスに連絡してください。メ

ニュー オプションに従ってサービス エンジニアと話してください。 

追加の技術資料を表示または発注するには、貴社のエクストラネット 
サイトにアクセスしてください。アクセス手順については、アカウン

トを扱う担当者にお問い合わせください。情報は頻繁に更新されます

のでエクストラネット サイトを頻繁に確認してください。 
 

 

14 第 14 章 
カスタマー情報 
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A Appx の自動文字 
付録 A 
技術仕様 
この付録について 
この付録では、RF ゲートウェイ 1 のシステム仕様を示します。 

注：技術仕様は予告なく変更されることがあります。 
 

 
 

付録の内容 

 基本仕様 ............................................................................................... 230 
 電気仕様 ............................................................................................... 232 



 

付録 A 
技術仕様 

230 78-4025112-01 Rev E 

基本仕様 

はじめに 
次の表に、RF ゲートウェイ 1 装置の基本仕様を示します。 

環境仕様 
 

項目 仕様 

周囲温度範囲 

 仕様範囲 0 ～ 50 °C（32 ～ 122 °F） 

 動作 0 ～ 50 °C（32 ～ 122 °F） 

 ストレージ -40 ～ 70 °C（40 ～ 158 °F） 

動作湿度 5 ～ 95 %、結露しないこと 

シャーシの機械仕様 
 

項目 仕様 

高さ 1.75 インチ （44.5 mm）（1 RU） 

幅 19 インチ （482.6 mm） 

奥行 21 インチ （533.4 mm） 

重量 27.5 ポンド（12.5 kg） 

物理 
 

項目 仕様 

寸法 

 mm 単位（高さ x 幅 x 奥行） 44.5 mm x 482.6 mm x 533.4 mm 

 インチ単位（高さ x 幅 x 奥行） 1.75 x 19 x 21 インチ   

重量 

 すべて積載 12.5 kg（27.5 ポンド） 

 空のハウジング 6.6 kg（14.5 ポンド） 



 

 
 基本仕様 
 

78-4025112-01 Rev E 231 
 

電源装置の仕様 
 

項目 仕様 

電源（公称） 100 ～ 240 V AC ± 10 % 

-48 V DC（電圧範囲-38 ～ 58 V DC） 

消費電力（公称） 通常 < 345、最大 < 410 W 
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電気仕様 

GbE 入力インターフェイス 
 

項目 仕様 

入力数 2 + 2（冗長性のため） 

コネクタ 電気または光学 Small Form-Factor Pluggable
（SFP） 

インターフェイス タイプ IEEE 802.3ab（電気）または IEEE 802.3z（光）

準拠ギガビット イーサネット  

データ レート フルライン レート 

構文 UDP（RFC-768）、RTP、L2TPv3、IGMPv3 上
の VBR および CBR MPEG SPTS および 
MPTS 

デジッター バッファ 150 ミリ秒 

管理インターフェイス 
 

項目 仕様 

インターフェイス タイプ イーサネット 10/100Base-T 

コネクタ 1 x RJ 45 

プロトコル HTTP、SNMP、FTP、RPC 

DTI Interface（ユーザ ネットワーク インターフェイス） 
項目 仕様 

インターフェイス タイプ イーサネット 10/100Base-T 

コネクタ 2 x RJ 45 のプライマリおよび冗長 

RF 出力 
 

項目 仕様 

番号数 最大 12（それぞれ 4 つの隣接する QAM 
チャネルを備えている） 

コネクタ F 型、75 Ω 

周波数  
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 範囲 45 および 1000 MHz の間のチャネル エッジ

（調整可能） 

 ステップ サイズ 1 kHz 

 安定性 ± 3 ppm 

 精度 ± 3 ppm 

チャネル帯域幅 QAM 標準に応じて 6、7、8 MHz のいずれか 

レベル 

 範囲 クワッド モード：0.1 dB ステップの QAM 
チャネルあたり最大 54 dBmV RMS 

トリプル モード：0.1 dB ステップの QAM 
チャネルあたり最大 55 dBm V RMS 

デュアル モード：0.1 dB ステップの QAM 
チャネルあたり最大 57 dBmV RMS 

シングル モード：0.1 dB ステップの QAM 
チャネルあたり最大 61 dBmV RMS 

 安定性 ± 1 dB 

 精度 ± 1 dB 

反射損失 > 14 dB 45 ～ 750 MHz 

> 13 dB 750 ～ 870 MHz 

> 12 dB 870 ～ 1000 MHz 

DOCSIS 3.0 DRFI 仕様 
CM-SP-DRFI-103-060106 ごと 

信号仕様 
 

項目 仕様 

チャネル エンコーディング ITU-T Annex A、B、または C に従って、ラン

ダム化、Reed-Solomon、トレリスおよびイン

ターリーブ  

MER（イコイライザ前） ≥  40 dB（RF で） 

MER（イコイライザ後） ≥  45 dB（RF で） 

BER（256 QAM） ≤  5x10-9（ITU-A/C pre FEC） 
≤  1x10-13（ITU-B pre FEC/ポスト トレリス） 

帯域幅 6、7、または 8 MHz（送信標準に依存） 

QAM コンステレーション 64、256 QAM 
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光学タイプ SFP モジュールの仕様 
次の表に、利用可能な Prisma ブランドの光学タイプ SFP トランシーバについ

て説明します。 

品番 タイプ 距離 波長  モード 

4002019 WDM 500 m まで 850 nm マルチ モード 

4002020 WDM 5 km まで 1310 nm シングル モード 

次の表に、利用可能なシスコ ブランドの光学タイプ SFP トランシーバについて

説明します。 

品番 タイプ 距離 波長  モード 

GLC-SX-MM WDM 500 m まで 850 nm マルチ モード 

GLC-LH-SM WDM 5 km まで 1310 nm シングル モード 

電気 GbE SFP トランシーバ 
次の表に、利用可能な Prisma ブランドの電気 GbE SFP トランシーバについて

説明します。 

品番 説明 

4006222 GbE SFP 銅線 

次の表に、利用可能なシスコ ブランドの電気 GbE SFP トランシーバについて説

明します。 

品番 説明 

GLC-T GbE SFP 銅線 

 
 



 

 

78-4025112-01 Rev E 235 
 

E 

ECM 
権限付与制御メッセージ。 

 

ECMG 
権限付与制御メッセージ ジェネレータ。 

 

EIS 
イベント情報スケジューラ。 

 

EMM 
権限付与管理メッセージ。 

 

ES 
エレメンタリ ストリーム。 

 
F 

FTP 
ファイル転送プロトコル。パーソナル コンピュータとの間のテキスト ファイルおよびバ

イナリ ファイルの双方向の転送、外部ホスト上のディレクトリの一覧表示、外部ホスト

上のファイルの削除と名前の変更、およびホスト間のワイルドカード転送を実行できます。 
 
G 

GUI 
グラフィカル ユーザ インターフェイス。コンピュータ グラフィクス機能を利用して、

プログラムを視覚的に容易に使用できるようにするためのプログラム インターフェイス。 
 
H 

HTML 
ハイパーテキスト マークアップ言語。 

 

HTTP 
ハイパーテキスト転送プロトコル。 

 
I 

IP 
インターネット プロトコル。ネットワーク上で、異なるコンピュータ間のインターネッ

トワーキングをサポートするために、当初はアメリカ国防総省で開発された標準規格。IP 
は、インターネットの基礎をなす最も重要なプロトコルであると言えます。ネットワーク

上の異なるノード、ルート、および発着信メッセージのインターネットワーク アドレス
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を追跡するソフトウェアを記述する標準規格です。IP アプリケーションの例としては、電

子メール、チャット、Web ブラウザなどがあります。 
 

IP アドレス 

インターネット プロトコル アドレス。IP データのルーティングに使用される 32 ビット 
シーケンスの番号。各 IP アドレスは、特定のネットワーク上の特定のコンポーネントを

識別します。アドレスには、ネットワーク アドレス識別子とホスト識別子が含まれてい

ます。 
 

ISO 
国際標準化機構。電子業界およびその他の業界の国際基準を定義する国際機関。 

 
P 

PC 
パーソナル コンピュータ。 

 
Q 

QAM 
直交振幅変調。デジタル情報を表示し、最小限の帯域幅でそのデータを送信するための振

幅および位相変調技術。キャリア波の位相および振幅の両方が変調され、バイナリ コー

ドを表示します。2 つの要素を処理することにより、より個別のデジタル状態が可能であ

り、そのためより大きいバイナリ スキームを表すことができます。 
 
R 

RADIUS 
リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス。コンピュータがネットワーク サービスに

接続してサービスを使用するための認証、許可、アカウンティング（AAA）の一元管理を

提供するネットワーキング プロトコル。 
 

RF 
無線周波数。音声周波数のよりも高く、赤外線周波数よりも低い、電磁スペクトラムの一

部にある周波数で、無線伝送システムで使用されます。 
 

RMA 
返品許可。製品の返品に使用されるフォーム。 

 

RPU 
リモート プロビジョニング ユーティリティ。 

 

RU 
ラック ユニット。RU は標準の装置ラックの垂直方向の測定単位です。1 RU は 1.75 イ
ンチ（44.5 mm）です。 

 
S 

SCG 
Scrambling Control Group。 
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SCS 
Simulcrypt Synchronizer。 
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