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Cisco TelePresence 製品をお選びいただきありがと
うございます。
お使いのシスコ製品は、長年にわたり安全かつ信頼できる操作を
行えるよう設計されています。

製品マニュアルのこの部分は、Cisco Unified Communications 
Manager 上で TelePresence エンドポイントを設定する管理者を
対象としています。

このガイドの主な目的は、ユーザの目標とニーズに対応すること
です。このガイドについてのご意見、ご感想をお聞かせください。
フィードバックのページに進むには、ここをクリックしてください。

定期的にシスコの Web サイトにアクセスして、このガイドの更
新バージョンがないか確認することを推奨します。アクセス先：
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

本ガイドの使用方法
本書上部のメニュー バーと目次の各項目には、すべてハイパーリ
ンクが設定されています。これらのハイパーリンクをクリックする
と、そのトピックに移動します。
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第 1 章

はじめに
この章では、Cisco Unified Communications Manager およ
び TelePresence エンドポイントの設定を開始する前に理
解しておくべき重要な概要について説明します。
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はじめに
このガイドでは、Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）に、Cisco TelePresence MX および SX シリーズの
エンドポイントを登録する方法について説明します。

エンドポイントがエンタープライズ ネットワーク外にある場
合でも、エンドポイントを CUCM に登録できます。このよう
な場合、CUCM への登録には、セキュアなファイアウォール 
トラバーサルと回線側サポート用の Cisco Expressway イ
ンフラストラクチャが必要です。この機能は、「Cisco Unified 
Communications Mobile and Remote Access（モバイルおよ
びリモート アクセス）」とも呼ばれ、Cisco Collaboration Edge 
アーキテクチャの中核を成す機能です。

このガイドでは、ソフトウェアのバージョンの TelePresence エ
ンドポイント CE8.0 および CUCM 11.0.1 について説明しま
す。すべての機能をサポートするには、最新のソフトウェアの
バージョンを使用することを推奨します。

ほとんどの機能と設定は、CUCM バージョン 8.6.2、9.1.2、お
よび 10.5(1) に当てはまりますが、新しいバージョンでは一部
のメニューが変更されていることがあります。最新のデバイス 
パッケージをインストールするようにしてください。

前提条件
CUCM および Cisco TelePresence エンドポイントのユーザ 
インターフェイスの基本についての知識が必要です。

設定時の推奨される手順
1. 最初に CUCM を設定します。
2. 次に CUCM プロビジョニング用にエンドポイントをセッ
トアップします。

CUCM 上のエンドポイントの設定内にある対象のエンドポイ
ントに HTTP を介してアクセスできることを確認します。コマン
ドライン インターフェイスを使用する場合、SSH が有効になっ
ていることを確認します。 Web アクセスと SSH アクセスの有
効化および無効化については、「プロダクト固有の設定」、16 
ページを参照してください。

デバイス パッケージ
CUCM デバイス パッケージには、Cisco TelePresence エンド
ポイント用のデバイス設定機能が含まれています。このデバイ
ス パッケージは、シスコの Web サイトから入手できます。

http://software.cisco.com/download/navigator.html に
アクセスして、[ユニファイド コミュニケーション（Unified 
Communications）] > [コール制御（Call Control）] > [Cisco 
Unified Communications Manager (CallManager)] を選択し、
目的のバージョンを選択してから、[Unified Communications 
Manager/CallManager デバイス パッケージ（Unified 
Communications Manager/CallManager Device Packages）] 
を選択します。

どのデバイス パッケージがどの CUCM のバージョンとエン
ドポイントに使用できるかを調べるには、http://www.cisco.
com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/
devpack_comp_mtx.html にアクセスしてください。

暗号化通信と非暗号化通信
導入は、標準の電話プロファイル（非暗号化ファイル交換）につ
いては非セキュアとみなされます。より高いレベルのセキュリ
ティが必要な場合、電話セキュリティ プロファイルを選択して、
エンドポイントと CUCM 間の暗号化ファイル交換とセキュア
な転送を入手します。

前に TMS で使用されていたエンドポイント
エンドポイントが前に Cisco TelePresence Management 
Suite（TMS）で使用されたことがある場合、そのエイドポイント
を TMS から必ず削除してください。

TMS での CUCM へのエンドポイントの移行の処理方法の手
順については、『Cisco TelePresence Management Suite 
Administrator Guide』

エンドポイントの初期設定へのリセット
通常、CUCM にエンドポイントをプロビジョニングする前に、エ
ンドポイントを初期設定へリセットすることは必要ありません。

次の場合には、プロビジョニング前の初期設定へのリセットを
推奨します。

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

• システムを他のユーザに再導入する場合。
• セキュリティ設定を変更する場合。
• システムを別のセキュリティ環境に移行する場合。

初期設定へのリセットの説明は、ご使用の製品の
『Administrator Guide』に記載されています。

http://www.cisco.com/go/mx-docs

http://www.cisco.com/go/sx-docs

http://software.cisco.com/download/navigator.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/go/mx-docs
http://www.cisco.com/go/sx-docs
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ソフトウェア バージョンについて
設定を開始する前に、エンドポイントと CUCM に適切なソフト
ウェアがインストールされていること、および CUCM に適切な
デバイス パッケージがインストールされていることを確認してく
ださい。詳細については、直前のページを参照してください。

CE8.0 でサポートされるエンドポイント
• SX シリーズ（SX10、SX20、SX80）
• MX シリーズ（MX200 G2、MX300 G2、MX700、MX800）

CUCM バージョンとサポートされるエンドポイント
CE8.0 でサポートされるすべての TelePresence エンドポイン
トは、CUCM 8.6.2、9.1.2、10.5.1、および 11.0.1 でもサポート
されます。すべてのエンドポイントが確実にカバーされるように
するには、最新のデバイス パッケージを使用してください。

注：VCS Expressway（Cisco Unified Communications Mobile 
and Remote Access）による CUCM へのエンドポイントの登録
には、CUCM バージョン 9.1.2 SU1 以降が必要です。

CUCM の各デバイス パッケージの概要を確認するには、次
のデバイス パッケージの互換性マトリックスを参照してくださ
い。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/
cucm/compat/devpack_comp_mtx.html

制限事項
• CUCM 9.0 では、TelePresence エンドポイントの Directory 

URI のプロビジョニングはサポートされません。CUCM 9.1 
以降が必要です。

• ユーザがエンドポイントのロケールを CUCM でサポートさ
れないロケールに変更し、そのエンドポイントが CUCM か
ら再度プロビジョニングされると、エンドポイントのロケー
ルは [英語（English）] にリセットされます。

役立つリンク
TelePresence エンドポイントのユーザ マニュアルとソフトウェ
アのダウンロード：

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

CUCM のユーザ マニュアルとソフトウェアのダウンロード：
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-
communications/unified-communications-manager-
callmanager/tsd-products-support-series-home.html

シスコのサポートおよびソフトウェア ダウンロード ページ：
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

Cisco TelePresence CE リリース ノート：
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/telepresence-quick-set-series/products-
release-notes-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
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このバージョンの新機能
このセクションでは、このガイドの前のバージョンが発行（CUCM 
バージョン 10.5.1 上の TC7.2）されて以降の、新機能および変更
された機能の概要について説明します。CUCM には、CE8.0 をサ
ポートするデバイス パッケージが必要です。詳細については、次の
サイトの CE のリリース ノートを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-
notes-list.html

プロキシミティ
プロキシミティ機能を使用すれば、ユーザはエンドポイントに PC、
MAC、iOS、または Android デバイスをワイヤレスで接続すること
ができます。ユーザは、プロキシミティで有効になっているサービ
スに応じて、自分の Android または iOS デバイスに、ローカルま
たはリモートで共有されているコンテンツを取得したり、エンドポ
イントのコール制御にアクセスしたりできます。プロキシミティが 
PC または Mac 用の Cisco Proximity アプリに接続されると、ユー
ザは、自分のラップトップの画面のイメージを、システムが通話中
でない場合はローカルで、システムが通話中の場合はリモートで
無線によって共有できます。

Write Back

エンドポイントが CUCM から初めてプロビジョニングされる場
合、すべての設定が CUCM からエンドポイントにプッシュされま
す。プロビジョニングの前にエンドポイントで行われた設定すべて
が CUCM によって上書きされます。最初の CUCM プロビジョニ
ング後にエンドポイント上の設定を変更した場合、これらの変更は 
CUCM に書き戻されます。同様に、新しい変更を CUCM からエン
ドポイントにプッシュした場合、エンドポイント上の設定は上書き
されます。このように、エンドポイントは、設定が CUCM から行わ
れた場合でも、エンドポイント側で最初に変更された場合でも、最
新の設定を必ず取得します。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-release-notes-list.html
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第 3 章

CUCM の設定
この章では、TelePresence エンドポイント用の Cisco 
Unified Communications Manager の設定に必要な手順に
ついて説明します。



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

1.   [ナビゲーション（Navitation）] ドロップダウンで [Cisco 
Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] を選
択してから、[検索（Go）] を押します。

2.   ユーザ名とパスワードを入力して、[ログイン（Login）] をクリッ
クします。

ヒント：次のいずれかの URL を指定することによって、最初のペー
ジをバイパスして、[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM 
Administration）] サインイン ページ（このページに示されている画
面キャプチャ）に直接移動できます。

• http://your-cm-server-name/ccmadmin

• http://<ip address>/ccmadmin

注：このガイドでは、エンドポイントが CUCM にプロビジョニング
される場合の重要な設定について説明することにしました。その
他の設定については、必要に応じて調整するか、またはデフォルト
値のままにしてください。

12
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SIP プロファイルの作成
テンプレートとして使用するプロファイルをコピーできます。

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

テンプレートとして使用するプロファイルをコピーする：[検索
（Find）] をクリックしてすべてのプロファイルを一覧表示して
から、プロファイルを 1 つ選択して [コピー（Copy）] をクリック
します。この操作によって [SIP プロファイルの設定（SIP Profile 
Configuration）] ページが開きます。

または：[新規追加（Add New）] をクリックして新しいプロファイ
ルを作成します。この操作によって [SIP プロファイルの設定（SIP 
Profile Configuration）] ページが開きます。

SIP プロファイル設定
[SIP プロファイル情報（SIP Profile Information）] セクションに
移動します。

Name:
プロファイルの [名前（Name）] を入力します。

[SIP 要求で完全修飾ドメイン名を使用（Use Fully Qualified 
Domain Name in SIP Requests）]：
有効化して、着信側エンドポイントが、受信着信または不在
着信のリスト（履歴リスト）を使用して折り返し発信できるよ
うにします。「クラスタ全体のドメイン設定」、24 ページも
参照してください。

[早期オファーおよび再インバイトの SDP セッションレベル帯
域幅修飾子（SDP Session-level Bandwidth Modifier for Early 
Offer and Re-invites）]：

[TIAS と AS（TIAS and AS）] に設定します。

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

[BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow 
Presentation Sharing using BFCP）]：
有効化して、プレゼンテーション共有を許可します。

[iX アプリケーション メディアを許可（Allow IX Application 
Media）]：
有効化して、エンドポイントで ActiveControl 機能が使用で
きる場合、この機能を有効にします。

設定が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。
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[トランク固有の設定（Trunk Specific Configuration）] セクションに移動します。

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



デフォルトの SIP メッセージ サイズの
設定
デフォルトの SIP メッセージ サイズは、Multistream が機能するために
十分高い値に設定する必要があります。Multistream は、エンドポイント
でビデオの複数のストリームをさまざまな解像度で送受信できるよう
にする機能です。

1. CUCM で、 [システム（System）] > [サービス パラメータ（Service 
Parameters）] を選択します。

2. [サーバ（Server）] ドロップダウン リストからアクティブなサーバを
選択します。

3. [サービス（Service）] ドロップダウン リストから [Cisco CallManager
（アクティブ）（Cisco CallManager (Active)）] を選択します。

4. メッセージ サイズがデフォルト ビューに表示されないため、ツー
ルバーの [詳細設定（Advanced）] をクリックします。

5. [クラスタ全体のパラメータ（デバイス - SIP）（Clusterwide 
Parameters (Device - SIP)）] セクションまでスクロールします。

6. [SIP 最大着信メッセージ サイズ（SIP Max Incoming Message 
Size）] パラメータを設定します。このパラメータは、18000 に設定
することを推奨します。

7. [保存（Save）] をクリックします。
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電話セキュリティ プロファイル
について
セキュアな（暗号化された）通信を使用する場合は、セキュリティ 
プロファイルを定義する必要があります。セキュアな通信を使用し
ない場合、非セキュア プロファイルを使用します。次の点に注意し
てください。

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

• エンドポイント タイプごとにデバイス セキュリティ プロファイ
ルを 1 つ定義します。

• 同じエンドポイント タイプに対して複数の認証モードを許可
する場合は、モードごとにプロファイルを 1 つ定義します。

詳細については、次の『CUCM Security Guide』を参照してくださ
い。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/
cucm/security/10_0_1/secugd/CUCM_BK_C68276B4_00_
cucm-security-guide-100.html

非セキュア プロファイルとセキュア プロファイル
について
TelePresence エンドポイントでは、[非セキュア（Non-secure）] 
モードと [暗号化（Encrypted）] モードがサポートされます。
TelePresence エンドポイントでは、[認証済み（Authenticated）] 
モードはサポートされません。エンドポイントが Expressway に
よって CUCM に接続されている場合、エンドポイントでは [非セ
キュア（Non-secure）] モードのみがサポートされます。

非セキュア プロファイル

非セキュア エンドポイントでは、定義済みの非セキュア プロファイ
ルを使用します。「エンドポイントの手動登録」、13 ページを参
照してください。

セキュアな（暗号化された）プロファイル

セキュア デバイスを初めて設定する場合、定義済みの非セキュア 
プロファイルをコピーし、テンプレートとして使用できます。このセ
クションでは、この方法が使用されています。

[新規追加（Add New）] を選択し、[電話セキュリティ プロファイル
（phone security profile）] の TelePresence エンドポイントの
タイプを選択することもできます。

ページのコンテンツはいずれの方法を使用しても同じですが、デ
フォルト値は異なる場合があります。

セキュリティ プロファイルの編集

非セキュア エンドポイントでは、
定義済みの非セキュア プロフ
ァイルを使用します。処置は不
要です。

セキュリティ プロファイルの作成

初めてセキュア デバイスを登録
する場合は、定義済みの非セキュ
ア プロファイルをコピーし、テン
プレートとして使用します。
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電話セキュリティ プロファイルの作成
セキュアな（暗号化された）プロファイルについてのみ当てはま
ります。つまり、Expressway によって CUCM に接続されている
エンドポイントについては当てはまりません。

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

2. 既存のプロファイルを [コピー（Copy）] するか、[電話セキュ
リティ プロファイルの検索/一覧表示（Find and List Phone 
Security Profiles）] ページで [新規追加（Add New）] を行い
ます。

この後続けてプロファイルを設定します。プロファイルの設定が
終わったら、[保存（Save）] をクリックして変更を確定します。

電話セキュリティ プロファイル情報
[電話セキュリティ プロファイル情報（Phone Security Profile 
Information）] セクションに移動し、次の該当する情報を入力して
ください。

Name:
プロファイル名を入力します。

[説明（Description）]：
プロファイルの説明を入力します。

[デバイスセキュリティモード（Device Security Mode）]：
[暗号化（Encrypted）] に設定します。

[転送タイプ（Transport Type）]：
[TLS] に設定します。

[TFTP 暗号化（TFTP Encrypted Config）]：
このチェックボックスは、TFTP 暗号化設定を有効にする場
合にオンにします。

電話セキュリティ プロファイル CAPF 情報
[電話セキュリティ プロファイル CAPF 情報（Phone Security 
Profile CAPF Information）] セクションに移動し、次の該当する
情報を入力してください。

[認証モード（Authentication Mode）]：
ドロップダウンから適切な値を選択します。

[Null ストリング（By Null String）]：認証局プロキシ機
能（CAPF）プロセスが自動的に開始します。
[認証ストリング（By Authentication String）]：CAPF プ
ロセスは、正しい認証コードがエンドポイントから受信
されると開始します。
注：暗号化された設定ファイルと CAPF 認証モードの
「認証ストリング」の組み合わせは、ソフトウェアのバー
ジョン TC6.2/TC6.3 の TelePresence エンドポイント
側ではサポートされません。
[既存の証明書（LSC を優先）（By Existing Certificate 
(precedence to LSC)）]/[既存の証明書（MIC を優先）
（By Existing Certificate (precedence to MIC)）]：こ
のオプションは、[ローカルで有効な証明書（Locally 
Significant Certificate）]（LSC）がエンドポイント上にす
でに保存されている場合にのみ使用できます。つまり、
このオプションは CAPF プロセスの最初の実行時に使
用することはできません。

[キー サイズ（Key-size）]：
ドロップダウンから適切な値を選択します。推奨されるキー 
サイズは 1024 です。
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エンドポイントの手動登録

TelePresence エンドポイントの手動登録は、CUCM が混
合モード（クラスタ セキュリティ モード）に設定されてい
る場合に必要です。

新しい電話（エンドポイント）の追加

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

2. [新規追加（Add New）] をクリックし新しい電話（エンドポイン
ト）を追加します。

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

4. ドロップダウンから、登録する TelePresence エンドポイント
のタイプを選択します。

5. [Next] をクリックします。

この後、以降のページで説明されている設定を行います。

設定が完了したら、必ず [保存（Save）] をクリックして変更を確定し
てください。

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

[電話のタイプまたは電話テンプレートを使用して電話を作成（Create a phone using the phone type or a 
phone template）] セクションに移動します。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

デバイス情報
[MAC アドレス（MAC Address）]：

TelePresence エンドポイントの [MAC アドレス（MAC 
Address）] を入力します。形式：XXXXXXXXXXXX、12 文字、
16 進数値（0 ～ 9 および A ～ F）。
「エンドポイントの MAC アドレスの確認」、34 ページを参
照してください。

[デバイス プール（Device Pool）]：
デバイス プールを選択します。

[電話ボタン テンプレート（Phone Button Template）]：
電話ボタン テンプレートを選択します。

TelePresence エンドポイントが Expressway によって CUCM 
に接続されている場合、次のフィールドは必須です。

[オーナー（Owner）]：
このデバイスがパーソナル エンドポイントであることを定義
するには、[ユーザ（User）] を選択します。

[オーナーのユーザ ID（Owner User ID）]：
該当するユーザのユーザ ID を入力します。CUCM ユーザの
管理については、『CUCM administrator guide』を参照してく
ださい。

プロトコル固有の情報
[デバイスのセキュリティ プロファイル（Device Security 
Profile）]：
非セキュア通信を使用している場合、製品のデフォルトの非
セキュアな電話セキュリティ プロファイルを選択します。セ
キュアな（暗号化された）通信を使用している場合は、前に定
義した電話セキュリティ プロファイルを選択します。

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

Certification Authority Proxy Function

次の場合にのみ適用可能:

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

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

3. TelePresence エンドポイントが、Expressway によって 
CUCM に接続されていない場合。

[証明書の操作（Certificate Operation）]：
セキュア プロファイルを使用する場合は、[インストール/アッ
プグレード（Install/Upgrade）] に設定します。エンドポイント
を初めて登録するときにのみ必要です。エンドポイントに証
明書をダウンロードした後、この設定は自動的に [保留中の
操作なし（No Pending Operation）] を再開します。

[認証モード（Authentication Mode）]：
ドロップダウンから適切な値を選択します。

[Null ストリング（By Null String）]：認証局プロキシ機
能（CAPF）プロセスが自動的に開始します。
[認証ストリング（By Authentication String）]：CAPF プロ
セスは、正しい認証コードがエンドポイントから受信さ
れると開始します。
[既存の証明書（LSC を優先）（By Existing Certificate 
(precedence to LSC)）]/[既存の証明書（MIC を優先）
（By Existing Certificate (precedence to MIC)）]：こ
のオプションは、[ローカルで有効な証明書（Locally 
Significant Certificate）]（LSC）がエンドポイント上にす
でに保存されている場合にのみ使用できます。つまり、こ
のオプションは CAPF プロセスの最初の実行時に使用
することはできません。

[キー サイズ（Key-size）]：
ドロップダウンから適切な値を選択します。推奨されるキー 
サイズは 1024 です。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

[操作の完了期限（Operation Completes By）]：
日時を未来の日付と時刻に設定するようにします。過去の日
時を設定すると、インストールもアップグレードも実行されま
せん。

外部データ位置情報
[外部データ位置情報（External Data Locations Information）] セ
クションに移動します。
デフォルト設定を受け入れるには、すべてのフィールドを空
白のままにします。

エクステンション情報
[エクステンション モビリティの有効化（Enable Extension 
Mobility）]：
エクステンション モビリティを有効にするには、選択します。

[ログアウト プロファイル（Log Out Profile）]：
どのユーザも Cisco Extension Mobility を使用してデバイス
にサインインしていないときに使用されるエンドポイントの
デバイス プロファイルを選択します。

[ログイン時刻（Log In Time）]：
このフィールドは、ユーザがログインするまで空白のまま
です。ユーザがサインインすると、そのログイン時刻がこの
フィールドに表示されます。

[ログアウト時刻（Log Out Time）]：
このフィールドは、ユーザがログインするまで空白のままで
す。ユーザがサインインすると、システムがそのユーザをサイ
ンアウトした時刻がこのフィールドに表示されます。

注：エクステンション モビリティの設定方法の詳細について
は、CUCM の機能およびサービスのガイドを参照してくださ
い。参照先：http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-
communications/unified-communications-manager-
callmanager/products-maintenance-guides-list.html
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

プロダクト固有の設定
[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration 
Layout）] セクションに移動し、以降のページで説明されている設
定を行います。

TMS（Cisco TelePresence Management Suite）または CTSMAN
（Cisco TelePresence Manager）に登録した場合、必要に応じ
てプロダクト固有の設定を行います。

注：TMS では、ソフトウェア リリース 14.4 から代替電話帳機能
がサポートされます。
注：CUCM では、TC7 のリリース後しばらくしてからリリース予定
のデバイス パッケージで、代替電話帳機能がサポートされる予
定です。

[会議室名（Exchange(R)）（Room Name (from Exchange(R))）]：
Exchange の会議室名が、この TelePresence システムが参
加する会議のスケジュール設定に使用されます。この設定
は、Exchange で使用される電子メール アドレスと正確に一
致させる必要があります。たとえば、room1@example.com 
です。デフォルト値は [<空>（<empty>）] で、最大長は 64 文
字です。

[Web アクセス（Web Access）]：
デバイスが Web ブラウザやその他の HTTP クライアントか
らの接続を受け入れるかどうかを有効または無効にします。
デバイスの Web サーバ機能を無効にすると、TelePresence 
システムの Web インターフェイスや特定のサポート機能へ
のアクセスがブロックされますが、通常の動作には影響を与
えません。デフォルト値は [無効（Disabled）] です。
注：この [Web アクセス（Web Access）] 設定の変更を有効
にするには、デバイスに対して [保存（Save）] および [リセット
（RESET）] を実行してください（[リスタート（Restart）] また
は [設定の適用（Apply Config）] は使用しないでください）。

[SSH アクセス（SSH Access）]：
このパラメータは、デバイスが SSH 接続を受け入れるかど
うかを示します。デバイスの SSH サーバ機能を無効にする
と、ログ ファイルの収集などの特定のサポート機能がブロッ
クされますが、通常の操作には影響を与えません。デフォル
ト値は [無効（Disabled）] です。

[標準通信プロトコル（Default Call Protocol）]：
このパラメータでは、デバイスの標準通信プロトコルを設定
します。CUCM に登録する場合、このデバイスは SIP だけを
サポートします。デフォルト値は [SIP] です。

[品質改善サーバ（Quality Improvement Server）]：
デバイスから品質改善レポートを収集するリモート システム
のホスト名または IP アドレスを指定します。デフォルト値は「」
（空）で、最大長は 256 文字です。

[マルチポイント モード（Multipoint Mode）]：
組み込みの MultiSite 機能がないエンドポイントでは、
CUCM のアドホック会議ブリッジを使用できます。

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

• CUCM の会議ブリッジ（メディア リソース）機能を使
用するには、[メディア リソース グループ リストを使用
（Use Media Resource Group List）] を選択します。こ
れは、アドホック会議機能を有効にし、非 MultiSite エン
ドポイントに適用されます。

[Telnet アクセス（Telnet Access）]：
ネットワーク サービスの Telnet モードを設定（[オン（On）]/
[オフ（Off）]）します。デフォルト値は [オン（On）] です。

[切断時マイク ミュート解除（Microphone Unmute On 
Disconnect）]：
マイクのミュート モードを設定し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、
コールが切断されたときにマイクを自動的にミュート解除す
るかどうか指定します。デフォルト値は [オン（On）] です。

• [オフ（Off）]：コール中にミュートにされている場合、コー
ルが切断された後もマイクをミュートにされたままにし
ます。

• [オン（On）]：コールが切断された後にマイクのミュート
を解除します。

[コール ログ作成モード（Call Logging Mode）]：
システムによって受信または発信されるコールのコール ロ
グ作成モードを設定します（[オン（On）]/[オフ（Off）]）。デフォ
ルト値は [オン（On）] です。

[OSD 暗号化インジケータ（OSD Encryption Indicator）]：
暗号化インジケータ（南京錠）を画面にどれだけの長さ表示
するかを定義します（自動（Auto）/常にオン（AlwaysOn）/常
にオフ（AlwaysOff））。デフォルト値は [自動（Auto）] です。
この設定は、暗号化されたコールと暗号化されていないコー
ル、つまりセキュアな会議と非セキュアな会議の両方に適用
されます。

[代替電話帳サーバのタイプ（Alternate phone book server 
type）]：
デフォルトでは、エンドポイントはそのエンドポイントの登録
先の、UCM 上の UDS サーバを使用しますが、代替電話帳
サーバを使用したい場合、代替電話帳のアドレスと組み合わ
されたこのパラメータが、エンドポイントのデフォルト設定を
オーバーライドします。

• Cisco TelePresence Management Server からの電話
帳を使用する場合は、[TMS] に設定します。

• CUCM 内の User Data Service からのディレクトリを使
用する場合は、[UDS] に設定します。

[代替電話帳サーバのアドレス（Alternate phone book server 
address）]：
電話帳サーバへのアドレスを入力します。このフィールドに
は完全な URL が必要です。

• UDS の例： 
https://uds-host-name:8443/cucm-uds/users 。

• TMS の例： 
https://tms-host-name/tms/public/external/
phonebook/phonebookservice.asmx 。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

管理者ユーザ名とパスワードの設定

非セキュアなセキュリティ プロファイルを持つエンドポイントに
は当てはまりません。つまり、Expressway 経由で CUCM に接続
されているエンドポイントには当てはまりません。

[管理者ユーザ名（Admin Username）]：
ユーザ名を設定します。CUCM でセキュア プロファイルを
使用する場合は、admin でなければなりません。また、Cisco 
TelePresence Manager（CTS-MAN）を使用する場合、エン
ドポイントで設定された値に一致している必要があります。

[管理者パスワード（Admin Password）]：
パスワードを設定します。CUCM でセキュア プロファイ
ルを使用する場合、必要な値に設定します。また、Cisco 
TelePresence Manager（CTS-MAN）を使用する場合、エン
ドポイントで設定された値に一致させます。

注：TelePresence エンドポイントが暗号化されたセキュリティ 
プロファイルで設定されている場合、そのエンドポイントでは 
CUCM から管理者パスワードを読み取ります。パスワードを空白
にすることはできず、ユーザ名は admin でなければなりません。

注：CUCM で設定する管理者のユーザ名とパスワードは、エンド
ポイントで設定されたシステム パスワードと一致している必要
があります。これは Cisco TelePresence Manager（CTS-MAN）
がエンドポイントを検出し、これに「ワンボタン機能」スケジュー
ル設定を提供するためです。

詳細については、次のセクションを参照してください。

「電話セキュリティ プロファイルについて」、11 ページ

「システム パスフレーズの設定」、27 ページ

遠端カメラ制御設定

[遠端カメラ制御（Far End Camera Control）]：
遠端カメラ制御モードを設定し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、
エンドポイントのユーザ（自局）に、リモート側（遠端）がビ
デオ ソースを選択し、自局カメラを制御（パン、チルト、ズー
ム）することを許可するかどうかを決定します。デフォルト値
は [オン（On）] です。

[遠端カメラ制御シグナリング機能（Far End Camera Control 
Signaling Capability）]：
遠端制御（H.224）シグナリング機能モードを設定します（[オ
ン（On）]/[オフ（Off）]）。デフォルト値は [オン（On）] です。

ファシリティ サービス設定

[ファシリティ サービス タイプ（Facility Service Type）]：
ファシリティ サービス タイプ（[ヘルプデスク（Helpdesk）]/
[その他（Other）]/[コンシェルジュ（Concierge）]/[緊急
（Emergency）]/[セキュリティ（Security）]/[ケータリング
（Catering）]/[トランスポーテーション（Transportation）]）
を選択します。エンドポイントにタッチ コントローラがある
場合、使用できるオプションは [ヘルプデスク（Helpdesk）] 
だけであることに注意してください。ファシリティ サービ
スは、リモート コントロールと画面上のメニューを使用す
る場合には使用できません。デフォルト値は [ヘルプデスク
（Helpdesk）] です。
注：ファシリティ サービスは、[FacilityService サービス名
（FacilityService Service Name）] と [FacilityService サー
ビス番号（FacilityService Service Number）] の両方の設定
が正しく設定されていないと使用できません。

[ファシリティ サービス名（Facility Service Name）]：
ファシリティ サービスの名前を入力します。デフォルト値は
「」（空）で、最大長は 255 文字です。

[ファシリティ サービス番号（Facility Service Number）]：
ファシリティ サービスの番号を入力します。デフォルト値は「」
（空）で、最大長は 255 文字です。

[ファシリティ サービス コール タイプ（Facility Service Call 
Type）]：
コール タイプ（[ビデオ（Video）]/[音声（Audio）]）を選択しま
す。デフォルト値は [ビデオ（Video）] です。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

シリアル ポート設定

[シリアル ポート（Serial Port）]：
シリアル ポート モードを設定し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、
シリアル ポートを有効または無効にします。デフォルト値は 
[オン（On）] です。

[シリアル ポート ログインが必要です（Serial Port Login 
Required）]：
ログイン モードを設定し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、シリア
ル ポートに接続するときにログインが必要かどうかを指定
します。デフォルト値は [オン（On）] です。

スタンバイ設定

[スタンバイ モード（Standby Mode）]：
スタンバイ モードを設定し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、エン
ドポイントがスタンバイ モードになるかどうかを指定しま
す。デフォルト値は [オン（On）] です。

Standby Delay:
[スタンバイの遅延（Standby Delay）] を設定し、システムが
スタンバイ モードに入るまでに、アイドル モードのままで
経過する時間を定義します。デフォルト値は 10 分で、値の
範囲は 1 ～ 480 分です。

[スタンバイ動作（Standby Action）]：
スタンバイ モードに入るときのカメラ位置を定義します。

• カメラがスタンバイ モードになったときにカメラを脇
の位置に変えるには、[プライバシー ポジション（Privacy 
Position）] を設定します。

• カメラがスタンバイ モードになったときにカメラをそ
の現在の位置のままにするには、[なし（None）] に設定
します。

プロキシミティの設定

[プロキシミティ モード（Proximity Mode）]：
[プロキシミティ モード（Proximity Mode）] フィールドを設定
し（[オン（On）]/[オフ（Off）]）、プロキシミティ アプリをエンド
ポイントと組みにできるかどうかを指定します。デフォルト値
は、MX シリーズのエンドポイントの場合は [オン（On）] で
す。デフォルト値は、SX シリーズのエンドポイントの場合は 
[オフ（Off）] です。

[コール制御（Call Control）]：
[コール制御（Call Control）] フィールドを設定し（[有効
（Enabled）]/[無効（Disabled）]）、プロキシミティ アプリがエ
ンドポイントのコール制御を処理できるかどうかを指定しま
す。デフォルト値は [無効（Disabled）] です。

[クライアントからのプロキシミティ コンテンツ共有（Proximity 
Content Share From Clients）]：

[クライアントからのプロキシミティ コンテンツ共有
（Proximity Content Share From Clients）] フィールドを設
定し（[有効（Enabled）]/[無効（Disabled）]）、プロキシミティ 
アプリがデバイスから TelePresence エンドポイントにコン
テンツをプレゼンテーションとして送信できるようにします。
デフォルト値は [無効（Disabled）] です。

[クライアントへのプロキシミティ コンテンツ共有（Proximity 
Content Share To Clients）]：

[クライアントへのプロキシミティ コンテンツ共有（Proximity 
Content Share To Clients）] フィールドを設定し（[有効
（Enabled）]/[無効（Disabled）]）、プロキシミティ アプリ
が TelePresence エンドポイントからプレゼンテーション
のスライドを受信できるようにします。デフォルト値は [無効
（Disabled）] です。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

ダイヤル プラン設定

Cisco TelePresence Manager を使用する場合に限り適用でき
ます。

CUCM ダイヤル プランでは、北米以外の特定の国のダイヤル 
プランの詳細を指定し、これらのダイヤル プランの導入とインス
トールについて説明します。

ダイヤル プランを設定します。詳細については、『Cisco 
TelePresence Management Suite Administrator Guide』を参照
してください。参照先：http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/
docs/telepresence/infrastructure/tms/admin_guide/Cisco_
TMS_Admin_Guide_14-1.pdf

電話番号の設定

Cisco TelePresence Manager を使用する場合に限り適用でき
ます。

電話番号を設定します。詳細については、『Cisco TelePresence 
Manager Administration and Installation Guide』を参照して
ください。参照先：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
telepresence/cts_manager/1_9/admin/ctm1_9adminguide.
html

OSD 設定

[本日の予約（Todays Bookings）]：
本日の予約を画面に表示するかどうかを選択します。デフォ
ルト値は [オフ（Off）] です。
この設定は、すべてのエンドポイントでは使用できません。
また、外部予約システム（たとえば Cisco TelePresence 
Management Suite（TMS））からエンドポイントを予約でき
なければなりません。
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新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

電話番号の追加
[割り当て情報（Association Information）] セクションに移動します。

[回線 [1] - 新規 DN を追加（Line[1] - Add a new DN）] をク
リックし、電話番号を定義します。

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

[電話番号（Directory Number）]：
E.164 番号計画に従って、エンドポイントの番号を入力します。

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

Cisco TelePresence エンドポイントおよび Cisco Unified Communications Manager 導入ガイド

D15336.01CUCM 上の TelePresence エンドポイント向け導入ガイド、12 月 2015 www.cisco.com ̶ Copyright © 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 20



新しい電話（エンドポイント）の追加（続き）

共有回線の設定
オプション：CUCM を共有回線に設定するには、「エンドポイント
の手動登録」、13 ページに戻り、別のエンドポイントの手動登録
の手順を繰り返し、次のエンドポイントを同じ電話番号に割り当て
ます。

[デバイスの関連付け（Associated Devices）]：
1 つの電話番号を複数のエンドポイント間で共有するように
設定した場合、[デバイスの関連付け（Associated Devices）] セ
クションに各デバイスの MAC アドレスが一覧表示されます。

また、共有回線が正常に機能するために、[プライバシー（Privacy）] 
設定を [オフ（Off）] にする必要もあります。この設定は、[デ
バイス（Device）] > [電話（Phone）] > [電話の設定（Phone 
Configuration）] > [デバイス情報（Device Information）] の下にあ
ります。

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

[表示（発信者 ID）（Display (Caller ID)）]：
システムからの発信の受信者が発信者の正しい ID を確認で
きるようにするには、TelePresence システムの所有者の名前
を入力します。
ライン アピアランスの表示テキストは、発信の電話番号では
なく、名前などのテキストを表示するために使用されます。番
号を指定した場合、このデバイスからの発信の受信者に発信
者の正しい ID が表示されないことがあります。

終了したら、[保存（Save）] と [設定の適用（Apply Config）] をクリッ
クします。
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エンドポイントの自動登録
CUCM が混合モードに設定されていない場合にのみ当てはまり
ます。つまり、Expressway 経由で CUCM に接続されているエンド
ポイントには当てはまりません。

エンドポイントの自動登録の CUCM 設定について、このページで
説明します。

TelePresence エンドポイントの自動登録は、CUCM が混
合モード（クラスタ セキュリティ モード）に設定されてい
る場合は可能ではありません。

このページで使用できる検索オプションを使用するか、検索フィー
ルドを空白のままにして [検索（Find）] を押して、使用可能な 
CUCM を一覧表示します。

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

自動登録の有効化
[システム（System）] > [Cisco Unified CM] > [自動登録情報
（Auto-registration Information）] に移動します。

[開始電話番号（Starting Directory Number）]：
電話番号の範囲内で最も小さい番号を入力します。

[終了電話番号（Ending Directory Number）]：
電話番号の範囲内で最も大きい番号を入力します。

[この Cisco Unified CM では自動登録は無効にする（Auto-
registration Disabled on this Cisco Unified Communications 
Manager）]：
自動登録を有効にするには、このチェックボックスをオフにし
ます。

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

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

[検索（Find）] をクリックして、リストから CUCM を選択します。
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エンドポイントの登録を確認する方法
注：エンドポイントの登録を確認する前に、TelePresence エンド
ポイントを設定する必要があります。「エンドポイントの設定につ
いて」、26 ページを参照してください。

エンドポイントがプロビジョニングされると、[電話（Phone）] ペー
ジのステータスを調べてエンドポイントが CUCM に登録されたこ
とを確認できます。

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

エンドポイントを検索するか、[検索（Find）] をクリックして、すべて
を一覧表示します。

エンドポイント登録の
ステータス 
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エンド ユーザのホーム クラスタ 
サービスを指定する
エンタープライズ ネットワークは、複数の CUCM クラスタで構
成される場合があります。エンド ユーザのホーム クラスタとして
定義する必要がある CUCM クラスタは、1 つのみです。

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End 
User）] > [サービスの設定（Service Settings）] の順に移動
します。
対象のクラスタをエンド ユーザのホーム クラスタにする場
合は、[ホームクラスタ（Home Cluster）] チェックボックスを
オンにします。

[保存（Save）] をクリックします。

ユーザをアクセス コントロール 
グループに関連付ける
Expressway 経由で CUCM に接続されているエンドポイントに
ついてのみ当てはまります。

アクセス コントロール グループにユーザを追加する
ユーザが属しているアクセス コントロール グループ（複数の場
合あり）によって、ユーザのアクセス レベルが定義されます。

[ユーザ管理（User Management）] > [エンド ユーザ（End 
User）] > [権限情報（Permissions Information）] の順に移動
して、[アクセス コントロール グループに追加（Add to Access 
Control Group）] を選択します。

[標準 CCM エンド ユーザ（Standard CCM End Users）] を
選択します。

完了したら、[選択項目の追加（Add Selected）] をクリックしま
す。[エンド ユーザの設定（End User Configuration）] ウィンドウ
に戻ります。

これで、選択したアクセス コントロール グループが [権限情報
（Permissions Information）] セクションに表示されるグループ
の一覧に追加されました。

[保存（Save）] をクリックします。

エンタープライズ パラメータ

クラスタ全体のドメイン設定
着信コールで発信者の情報にホストまたはドメインが提供され
ない場合、設定されている組織の最上位ドメインが ID ヘッダー
で使用されます。これにより、着信側エンドポイントが、受信着信
または不在着信のリスト（履歴リスト）を使用して折り返し発信で
きます。

詳細については、「[SIP 要求で完全修飾ドメイン名を使用（Use 
Fully Qualified Domain Name in SIP Requests）]：」、9 
ページを参照してください。

[システム（System）] > [エンタープライズ パラメータ
（Enterprise Parameter）] > [クラスタ全体のドメイン設定
（Clusterwide Domain Configuration）] の順に移動します。

[組織の最上位ドメイン（Organization Top Level Domain）]：
有効なドメイン（たとえば、cisco.com）を入力し、組織の最
上位ドメインを定義します。

[保存（Save）] をクリックします。
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第 2 章

エンドポイントの設定
この章では、Cisco Unified Communications Manager で
使用する TelePresence エンドポイントの設定に必要な手
順について説明します。
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エンドポイントの設定について
エンドポイントの設定には、タッチ コントローラ、リモート コント
ロール、Web インターフェイス、またはコマンドライン インター
フェイスを使用できます。設定には Web インターフェイスの使
用を推奨します。

注：エンドポイントのプロビジョニングの前に、CUCM の設定を
行ってください。

エンドポイントを CUCM からプロビジョニングした場合、エンド
ポイントの一部の設定がオーバーライドされます。

HTTP（Web インターフェイス）および SSH（コマンドラインで
使用）が CUCM 上のエンドポイント設定で無効にされている
場合があることに注意してください。これにより、エンドポイント
の Web インターフェイスとコマンドライン インターフェイスへ
のアクセスが防止されます。Web アクセスと SSH アクセスを有
効または無効にする方法については、「プロダクト固有の設定」、
16 ページを参照してください。

エンドポイントの診断ツール
エンドポイントを CUCM にプロビジョニングする際に、
TelePresence エンドポイントの診断ツールの使用で問題が
ある場合、SIP のリッスンポートが [オフ（Off）]（デフォルト）に
設定されていることを確認します。エンドポイントの Web イ
ンターフェイスにログインして、[設定（Configuration）] > [シス
テム設定（System Configuration）] > [SIP] > [リッスンポート
（ListenPort）] の順に移動します。

3 つのステップによるエンドポイントの設定

システム パスフレーズの設定

システム設定へのアクセスを制限するために、ユーザにパスフ
レーズを設定する必要があります。パスフレーズが設定されてい
ない場合、画面に通知が表示されます。

「システム パスフレーズの設定」、27 ページに進みます。

デフォルトの通話詳細の設定

帯域は、CUCM で設定されません。必要な通話品質を確保する
には、ネットワーク機能に一致する帯域を設定します。

「通話詳細の設定」、28 ページに進みます。

プロビジョニングの設定

エンドポイントは、CUCM、または Expressway 経由の CUCM 
のいずれかからプロビジョニングできます。

「CUCM プロビジョニングのセットアップ」、29 ページまたは
「Expressway 経由の CUCM からのプロビジョニングのセット
アップ（モバイルおよびリモート アクセス）」、30 ページに進み
ます。

エンドポイント用の『Getting Started Guide』でプロビジョニング
について確認することもできます。

http://www.cisco.com/go/mx-docs

http://www.cisco.com/go/sx-docs

IP アドレスの確認
Web インターフェイスまたはコマンドライン インターフェイスを
使用する場合は、エンドポイントの IP アドレスが必要になります。

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

• タッチ コントローラ：タッチ パネルの左上隅にある歯車
のアイコンをタップして、[設定（Settings）] > [システム情報
（System Information）] の順に移動します。次に [システム
情報（System Info）] セクションを開きます。

• リモート コントロール：左上隅にある情報アイコンに移動し
て、[システム情報（System Information）] を選択します。

http://www.cisco.com/go/mx-docs
http://www.cisco.com/go/sx-docs
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システム パスフレーズの設定
システム パスフレーズによって、TelePresence エンドポイントへのアク
セスが制限されます。エンドポイントはすべての資格情報を持つデフォ
ルトのユーザ アカウント（admin）で提供され、パスフレーズは設定され
ていません。

デフォルトの admin ユーザのパスフレーズは、エンドポイントのセキュ
リティ プロファイルに従って、CUCM からプロビジョニングするか、ま
たはエンドポイント上でローカルに設定する必要があります。

システム設定へのアクセスを制限するために、admin ユーザに
パスフレーズを設定する必要があります。 
同様の資格情報を持つ他のすべてのユーザ用のパスフレーズ
も設定する必要があります。
パスフレーズを忘れた場合は、ユニットを初期設定にリセット
する必要があります。

パスフレーズの詳細については、次の各ページでご使用の製品の
『Administrator Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/go/mx-docs

http://www.cisco.com/go/sx-docs

HTTP を使用したアクセス
HTTP（Web インターフェイス）は、CUCM 上のエンドポイント設定で無
効にされている場合があります。これにより、エンドポイントの Web イ
ンターフェイスへのアクセスが防止されます。Web アクセスを有効また
は無効にするには、「プロダクト固有の設定」、16 ページを参照してく
ださい。

セキュアな（暗号化された）セキュリティ プロファイルを
持つエンドポイント
TelePresence エンドポイントが暗号化されたセキュリティ プロファイ
ルで設定されている場合、CUCM では、次の条件が満たされている場
合、エンドポイントにエンドポイントのデフォルトの admin ユーザのパ
スフレーズをプロビジョニングします。

• ユーザ名 admin で管理者権限を持つユーザがエンドポイントに存
在する。

• CUCM からプロビジョニングされたパスフレーズが空白ではない。

非セキュアなセキュリティ プロファイルを持つエンドポ
イント
TelePresence エンドポイントが非セキュアなセキュリティ プロファイ
ルで設定されている場合、エンドポイントのデフォルトの admin ユー
ザのパスフレーズは、エンドポイント上でローカルに設定する必要が
あります。つまり、CUCM はパスフレーズをプロビジョニングしません。

admin のパスフレーズをローカルで設定または変更する

Web ブラウザを開き、エンドポイントの IP アドレスを入力し、ユーザ
名とパスフレーズでサインインします。パスフレーズが現在設定されて
いない場合、サインイン時に空のパスフレーズを使用します。

1. 右上隅のユーザ名をクリックし、ドロップダウン メニューから [パス
フレーズの変更（Change passphrase）] を選択します。

2. [現在のパスフレーズ（Current passphrase）] と [新しいパスフレー
ズ（New passphrase）] にそれぞれのパスフレーズを入力してか
ら、新しいパスフレーズを再度入力します。
パスフレーズの形式は、0 ～ 64 文字の文字列です。

3. [パスフレーズの変更（Change passphrase）] をクリックします。

新しいシステム パスフレーズは、Web インターフェイスまたはコマン
ドライン インターフェイスを介してサインインする際、またはタッチ コ
ントローラ上の管理者設定を使用する際に適用されます。

Cisco TelePresence Manager で使用する場合

Cisco TelePresence Manager（CTS-MAN）でエンドポイントを検出
し、これに「ワンボタン機能」スケジュール設定を提供するためには、エ
ンドポイントに設定されたシステム パスフレーズは CUCM に設定さ
れた値と一致している必要があります。

http://www.cisco.com/go/mx-docs
http://www.cisco.com/go/sx-docs


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

デフォルトの帯域は、CUCM によっては設定されません。必要な
通話品質を確保するには、ネットワーク機能に一致する帯域を
設定します。

通信プロトコルは、CUCM、および Expressway 経由の CUCM 
モードで SIP である必要があることに注意してください。H.323 
はサポートされません。

デフォルトのコール設定の設定
Web ブラウザを開き、エンドポイントの IP アドレスを入力し、
ユーザ名とパスワードでサインインします。パスワードが現在設
定されていない場合、ログイン時に空のパスワードを使用します。

1. [設定（Configuration）] > [システム設定（System 
Configuration）] > [会議（Conference）] の順に移動します。

2. [デフォルトのコール（DefaultCall）] セクションに移動し、
[レート（Rate）] を適切な値に設定します。

3. Cisco UCM モードでは、[標準通信プロトコル（Default Call 
Protocol）] が [SIP] に自動的に設定されます。H.320 と 
H.323 はサポートされません。

4. [Save] をクリックします。
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1 その他のプロビジョニング パラメータのデフォルト設定はそのままにします。
2 DHCP サーバは、外部マネージャのアドレスを自動的に提供するように設定される場合があります（DHCP オプション 150）。そのように設定されている場合、アドレ
スを手動で入力しないでください。手動で追加されたアドレスは、DHCP から提供されたアドレスをオーバーライドします。

エンドポイントのプロビジョニング
プロビジョニングにより、ビデオ会議のネットワーク管理者は複数のビ
デオ システムを同時に管理することができます。通常は、各ビデオ シス
テムにプロビジョニング サーバの資格情報を追加するだけで、残りの
設定は自動的に実行されます。

外部マネージャのアドレス

このネットワークで DHCP オプション 150 が提供されていない場合
は、External Manager Address を手動で追加する必要があります。ただ
し、[外部マネージャのアドレス（External Manager Address）] フィール
ドへの入力によって、DHCP から提供された設定がオーバーライドされ
ます。

インフラストラクチャが [Cisco UCM] に設定されると、Cisco Discovery 
Protocol（CDP）が有効になり、CDP が成功した場合、エンドポイントは 
DHCP オプション 150 を検出します。この場合、DHCP サーバがアドレ
スを自動的に提供するため、External Manager Address のフィールド
を空白のままにすることができます。

インフラストラクチャが [Expressway 経由の Cisco UCM（Cisco UCM 
via Expressway）] に設定されると、外部マネージャのアドレスはエン
ドポイントで設定されたドメインの DNS ルックアップによって決定
されます。このルックアップが成功すると、[外部マネージャのアドレス
（External Manager Address）] フィールドを空白のままにすることが
できます。

CTL ファイルおよび ITL ファイル

通常、古い証明書信頼リスト（Certificate Trust List (CTL)）または初期
信頼リスト（Initial Trust List (ITL)）は削除しませんが、次のような場合は
エンドポイントからこれらのファイルを削除する必要があります。

• CUCM の IP アドレスを変更する場合。
• CUCM クラスタ間でエンドポイントを移動する場合。
• CUCM 証明書を再生成または変更する必要がある場合。

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

プロビジョニングの設定1

Web ブラウザを開き、エンドポイントの IP アドレスを入力し、ユーザ名
とパスワードでログインします。パスワードが現在設定されていない場
合、ログイン時に空のパスワードを使用します。

1. [設定（Configuration）] > [システム設定（System Configuration）] > 
[プロビジョニング（Provisioning）] の順に移動します。

2. [モード（Mode）] に移動して、プロビジョニング モードを [CUCM] 
に設定します。[Save] をクリックします。

3. 必要な場合：[外部マネージャ（ExternalManager）] > [アドレス
（Address）] に移動して、外部マネージャの IP アドレスまたは 
DNS 名（CUCM クラスタ TFTP サーバのアドレス）を入力します2。
[Save] をクリックします。

4. 必要な場合：証明書ファイル（CTL/ITL）を削除します。[設定
（Configuration）] > [セキュリティ（Security）] に移動して [CUCM] 
タブを開き、[CTL/ITL の削除（Delete CTL/ITL）] をクリックします。
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Expressway 経由の CUCM からのプロビジョニングのセットアップ（モバイルおよびリモート アクセス）
エンドポイントがエンタープライズ ネットワーク外にある場合
にも、エンドポイントはその登録、コール制御、および Cisco 
Unified Communications Manager（CUCM）から提供されるプ
ロビジョニングを行うことができます。

このような場合、CUCM への登録には、セキュアなファイア
ウォール トラバーサルと回線側サポート用の Cisco Expressway 
インフラストラクチャが必要になります（右の図を参照）。

この機能は、「Cisco Unified Communications Mobile and Remote 
Access（モバイルおよびリモート アクセス）」とも呼ばれ、Cisco 
Collaboration Edge アーキテクチャの中核を成す機能です。

インフラストラクチャのセットアップの詳細については、『Unified 
Communications Mobile and Remote Access via Cisco VCS 
Deployment Guide』を参照してください。

Expressway のアイデンティティの確認
エンドポイントでは、接続している VCS Expressway のアイ
デンティティを確認する必要があります。この確認を行うには、
Expressway-E のサーバ証明書の署名に使用された認証局が、
エンドポイントの信頼できる CA のリスト内に存在しなければ
なりません。

エンドポイントには、最も一般的なプロバイダー（Verisign、
Thawte など）を含むデフォルトの CA のリストが付属しています。
適切な CA が含まれていない場合は追加する必要があります。

必要な場合：信頼できる CA のエンドポイントのリストに 
CA を追加する

1. エンドポイントの Web インターフェイスを開き、[設定
（Configuration）] > [セキュリティ（Security）] に移動して 
[CAs] タブを開きます。

2. [参照（Browse）] をクリックして、ご使用のコンピュータで 
CA の証明書が含まれたファイル（ファイル形式：.PEM）を探
します。

3. [認証局の追加...（Add certificate authority...）] をクリックし
て、新しい CA 証明書をビデオ システムに保存します。

詳細については、エンドポイントの管理者ガイドの「Manage 
the list of trusted certificate」および「Manage pre-installed 
certificates for CUCM via Expressway provisioning」を参照し
てください。

Expressway-C
（コントロール）

CUCM
Expressway-E
（エッジ）

TelePresence 
エンドポイント

TelePresence 
エンドポイント

TelePresence 
エンドポイント

インターネット

エンタープライズ ネットワーク
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Expressway 経由の CUCM からのプロビジョニングのセットアップ
このサービスのご注文時に、ユーザ名、ドメイン、およびパスワー
ドが提供されています。

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

外部マネージャのアドレスおよび CTL ファイルに関する詳細に
ついては、「エンドポイントのプロビジョニング」、29 ページを
参照してください。

プロビジョニングの設定1

Web ブラウザを開き、エンドポイントの IP アドレスを入力し、
ユーザ名とパスフレーズでサインインします。パスフレーズが現
在設定されていない場合、ログイン時に空のパスフレーズを使
用します。

1. [設定（Configuration）] > [システム設定（System 
Configuration）] > [プロビジョニング（Provisioning）] の順に
移動します。

2. [モード（Mode）] に移動して、プロビジョニング モードを 
[エッジ（Edge）] に設定します。

3. [ログイン名（LoginName）] に移動し、サービスのご注文時
に提供されたユーザ名を入力します。

4. [パスワード（Password）] に移動し、サービスのご注文時に
提供されたパスワードを入力します。

5. [外部マネージャ（ExternalManager）] > [ドメイン（Domain）] 
に移動し、サービスのご注文時に提供されたドメインを入力
します。

6. 必要な場合：[外部マネージャ（ExternalManager）] > [アドレ
ス（Address）] に移動して、外部マネージャの IP アドレスま
たは DNS 名（CUCM クラスタ TFTP サーバのアドレス）を
入力します。2

7. 必要な場合：証明書ファイル（CTL/ITL）を削除します。[設定
（Configuration）] > [セキュリティ（Security）] に移動して 
[CUCM] タブを開き、[CTL/ITL の削除（Delete CTL/ITL）] を
クリックします。

1  その他のプロビジョニング パラメータのデフォルト設定はそのままにします。

2   通常、外部マネージャのアドレスは、提供されたドメインの DNS ルックアップによって決定されます。そのように設定されている場合、アドレスを手動で入力し
ないでください。手動で追加されたアドレスは、DNS ルックアップによって決定されたアドレスをオーバーライドします。
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第 5 章

付録
付録セクションは、システム管理者にとって役に立つ追加情
報を提供します。
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アドホック会議
アドホック会議を有効にするには、CUCM を会議ブリッジ（メディ
ア リソース）でセットアップし、その会議ブリッジを CUCM の 
Cisco TelePresence MCU として追加する必要があります。

CUCM の設定については、このガイドの前半で説明しています。
「プロダクト固有の設定」、16 ページのマルチポイント モード
（Multipoint Mode）の設定を参照してください。

セットアップの確認

アドホック会議のセットアップは、エンドポイントの Web インター
フェイスの [システム ステータス（System Status）] ページを調べ
ることで確認できます。

1. Web インターフェイスにサインインします

2. [設定（Configuration）] > [システムステータス（System 
Status）] > [会議（Conference）] の順に移動し、[マルチポイン
ト モード（Multipoint Mode）] のステータスを確認します

[CUCM メディア リソース グループ リスト
（CUCMMediaResourceGroupList）]：マルチパーティ会議（アド
ホック会議）は CUCM で設定された会議ブリッジによってホスト
されます。

その他のどの結果 <[自動（Auto）]/[オフ（Off）]/[多地点接続
（MultiSite）]> も、コーデックが CUCM でアドホック会議用に設
定されていないことを示します。

共有回線
CUCM では、電話番号が同じパーティション内の複数のデバイス
に表示される場合、その電話番号を共有回線とみなします。これに
より、電話を複数のデバイスで受けられるようになります。他のエン
ドポイントは、コールが応答された場合、ユーザ インターフェイス
の通知を表示します。

この通知は、次のいくつかのシナリオで役立つ可能性があります。

• ヘルプ デスク：多数のデバイスで同じ番号を共有し、最初に対
応可能になったオペレータが電話に出られるよう、共有回線を
セットアップできます。

• 通話転送および割り込み：たとえば、管理者がある役員への電
話を管理する場合、電話の取り次ぎ処理に使用できます。

• シングル ナンバー リーチ：1 人のものである複数のデバイス
で同じ回線を共有し、1 台のデバイスで電話に出て、別のデバ
イスでその通話を再開できます。

ビデオ会議への割り込みを有効にするには、CUCM をアドホック
会議用に設定する必要があります。設定しない場合、コールはオー
ディオ ブリッジに組み込まれた CUCM を使用して、音声のみで
セットアップされます。

共有回線の設定については、「共有回線の設定」、21 ページを
参照してください。



エンドポイントの MAC アドレスの確認

Web インターフェイスの使用方法
システムの MAC（Media Access Control）アドレスを確認する
には、[ホーム（Home）] > [システム情報（System Information）] 
に移動し、[全般（General）] セクションを確認します。

タッチコントローラの使用方法
システムの MAC アドレスを確認するには、タッチ パネルの左
上隅をタップしてから、[システム情報（System Information）] を
タップします。次に [全般（General）] セクションを確認します。

定格ラベルから MAC アドレスを確認
定格ラベルは、物理ユニットにあります。

製品がすでに取り付けられている（壁/ラック）場合は、この
ページで説明されている他の方法のいずれかを使用して MAC
（Media Access Control）アドレスを確認する方が簡単です。

次の製品では、定格ラベルはコーデックの下にあります。

• Cisco TelePresence SX20 Quick Set

• Cisco TelePresence SX80

次の製品では、定格ラベルはユニットの背面にあります。

• Cisco TelePresence SX10 Quick Set

次の製品では、定格ラベルは背面のカバーの裏側にあります。

• Cisco TelePresence MX200 G2、MX300 G2

次の製品では、定格ラベルはパネルの背面にあります。つまり、
左側のカバーを外して定格ラベルを見つけます。

• Cisco TelePresence MX700、MX800
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はじめに

Cisco Discovery Protocol（CDP）は、シスコによっ
て 1990 年代の初めに開発された専用のレイヤ 
2 管理プロトコルで、ネットワークの検出と管理の
自動化機能を強化するものです。このプロトコル
は数百万台におよぶ既存のシスコ製品に幅広く導
入されており、管理者ユーザはルータやスイッチ 
インターフェイスの管理に非常に有効に活用でき
ます。1990 年代の末頃から 2000 年代初頭にか
けての IP 電話の導入により、CDP は IP 電話に関
する自動化機能を提供できるよう強化されました。
これには、自動 VLAN 検出、Power over Ethernet
（PoE）のネゴシエーション、Quality of Service
（QoS）の自動化、（管理または緊急サービスのた
めの IP 電話の物理的なロケーションの検出を自
動化するための）ロケーション認識、イーサネット
の速度や、デュプレックスの不一致の検出などの
機能が含まれます。

注：IETF、IEEE、および TIA は、シスコや他の多数の
ネットワーク ベンダーと協力して、IEEE 802.1AB 
標準を策定しました。これはリンク層検出プロトコ
ル（LLDP）と呼ばれ、音声およびビデオ エンドポイ
ントの Media Endpoint Discovery 用に開発され
た拡張規格（LLDP-MED）があります。CDP は、最
終的に LLDP-MED に取り込まれる予定ですが、膨
大なインストールベースがあり幅広く使用されて
いるので、展開には数年間かかると思われます。

履歴（History）

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

CDP は、ソフトウェア バージョン TC5.0 の 
MX200、MX300、EX60、EX90、C20、C40、C60、
C90 および Profile シリーズのエンドポイントでサ

ポートされていました。それ以降の各 TC リリース
で導入されたエンドポイントでも CDP がサポート
されています。

しかし、CDP を実行していない（シスコによる買収
前の）エンドポイント モデルのインストールベース
が存在しているので、ソフトウェア リリースに CDP 
を導入する際には、新しい自動化機能によって既
存のインストールベースに影響が出ないように注
意する必要があります。

デフォルトで CDP をイネーブルにすると、これら
の既存の展開が CDP 対応のリリースにアップグ
レードして VLAN 自動化機能を突然使用し始めた
ときに、予期しない動作が発生するおそれがある
ので、CDP の導入は段階的に行っています。

CDP によるメリット

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

自動 VLAN 検出

仮想 LAN（VLAN）を使用すると、ネットワーク管理
者が IP ベースの電話やビデオ端末をネットワー
クに導入する際、既存のデータ サブネットのアド
レスを割り当て直したり、スイッチにイーサネット 
ポートを追加する必要がなくなります。エンドポイ
ントなどのデバイスは、802.1Q 標準を活用して、
自身のイーサネット フレームに自身のトラフィッ
クが属する VLAN ID のタグを付けることができ
ます。これによってこのトラフィックが音声/ビデオ 
VLAN（Auxiliary VLAN）に送られます。一方、PC か
ら送信されたイーサネット フレームにはタグは

Cisco TelePresence のエンドポイントでの Cisco Discovery Protocol について

図 1：VLAN なし

図 2：VLAN あり
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付けられないので、これはデータ VLAN（ネイティ
ブ VLAN）に送られます。これによって、エンドポイ
ントを既存の PC とそれが接続されているイーサ
ネット スイッチとの間に挿入できるようになるの
で、ユーザごとに単一のイーサネット ポートを使
用できるようになります。したがって、ワイヤリング 
クローゼットにポートを追加する必要がなくなり、
既存の PC VLAN 内で IP アドレスを消費すること
なく別の（新しい）IP サブネットにエンドポイント
を割り当てることができます。また、VLAN を使用す
ると、ネットワーク管理者は VLAN ごとに異なるセ
キュリティや Quality of Service（QoS）ポリシーを
設定できるようになります。

前のページの図 1 および 2 は、次の概念を示し
ます。

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

自動 QoS

QoS は、ネットワークが正常に機能するために不
可欠であり、遅延、ジッター、損失に敏感な音声や
ビデオなどのアプリケーションに優先的にサービ
スを提供します。ウイルスや他の好ましくないネッ
トワーク トラフィックなどの不正な動作をするアプ
リケーションは他と区別し、電子メールや Web ブ
ラウジングなどの定型的で時間に厳しくないトラ
フィックには適正な処理を行います。ただし、QoS 
の設定や管理は複雑であり、管理者は、ネットワー
クに入ってくるトラフィックが正しい QoS 値でマー
クされているという保証を必要とします。PC や、IP 
ベースの電話機、ビデオ端末など、ユーザが使用す
るデバイスの場合、管理者は境界ポイントを設定
する必要があります。その境界ポイントでは、これ
らのデバイスから送られる QoS マーキングが信
頼できない場合、管理者が設定した値で上書きさ

れます。信頼できる場合は、これらの QoS 値が設
定され、イーサネット スイッチはこれらの値を尊重
します。この境界ポイント（または信頼境界）では、
これらのデバイスに割り当てられている QoS 値を
ユーザが偶然（または意図的に）変更すると、これ
らの QoS 値はネットワークに入る際に管理者に
よってリマークされます。

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

右側の図 3 と図 4 は、AutoQoS の概念を示します。

AutoQoS の詳細については、次の参考資料
『Medianet Campus QoS Design guide』を参照
してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_
SRND_40/QoSCampus_40.html

Power over Ethernet（PoE）のネゴシエー
ション

802.3af 標準では、IP ベースの電話機やビデオ端
末などのデバイスに対する Power over Ethernet 
を提供しています。CDP では、エンドポイントが
イーサネット スイッチに必要な電力量を伝え、ま
たスイッチからエンドポイントに利用可能な電力
量をアドバタイズすることを可能にするという利点
もあります。これにより、スイッチとエンドポイント
間でより詳細なレベルでのネゴシエーションを行
うことができ、またイーサネット スイッチでは利用
可能な電力バジェットをより厳密に追跡することが
できます。

図 3：CDP/AutoQoS なし

図 4：CDP/AutoQoS あり
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PoE は現在 Cisco TelePresence SX10 でのみ使用されており、そ
の他の TelePresence エンドポイントでは使用されていないこと
に注意してください。PoE は、Cisco Unified IP Phone、ワイヤレス 
アクセス ポイント、監視カメラなど非常に多数の他のデバイスで
幅広く使用されています。

ロケーション認識

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

イーサネットの速度/デュプレックスの不一致の検出

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

将来のメディアネットの適用

このような CDP の利点は、この数年間、シスコによって実現され
てきました。メディアネットは新しい概念であり、エンドポイント
とネットワーク間のやり取りをさらに拡張および自動化して、高度

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

リリース TC5 以降の CDP 動作

Cisco TelePresence エンドポイントを初めて起動した場合、また
は初期状態にリセットした後には、次の設定がデフォルトで適用さ
れます。

• xConfiguration Provisioning Mode: Auto

• xConfiguration Network 1 VLAN Voice Mode: Auto

プロビジョニング モードは、セットアップ アシスタントを使用して
タッチ ユーザ インターフェイスから設定でき、またパラメータを
手動で設定することもできます。

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

これらのパラメータは一度設定されると、再起動しても保持されま
す。その後、利用者がこれらのパラメータを変更したいと考えた場
合は、セットアップ アシスタントを再度実行するか、または手動で
設定して変更できます。

最初に起動するときにこの手順が追加されますが、一度セットアッ
プ アシスタントで CUCM モードが選択されると次からは CDP が
自動的に起動し、エンドポイントが Auxiliary（音声/ビデオ）VLAN 
に参加するようになります。利用者が CDP の使用を希望しない

場合は、[ネットワーク VLAN 音声モード（Network VLAN Voice 
Mode）] を手動で [オフ（Off）] にして無効にすることができます。

利用者が CDP 対応のイーサネット スイッチを持っていないも
のの、802.1Q VLAN の使用を望んでいる場合は、[ネットワー
ク VLAN 音声モード（Network VLAN Voice Mode）] を [手動
（Manual）] に設定し、対応する Network VLAN Voice ID を適切
な値に設定することができます。

要約

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

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

Cisco TelePresence 製品のユーザ マニュアルは、次で入手でき
ます。http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

正しい製品が見つかるまで、右ペイン内の製品カテゴリを選択し
ます。以下の順にパスをたどってください。

[コラボレーション ルーム エンドポイント（Collaboration Room 
Endpoints）] >

Cisco TelePresence MX シリーズ

TelePresence 統合ソリューション >

Cisco TelePresence SX シリーズ

または、次の短いリンクを使用してマニュアルを検索してください。

http://www.cisco.com/go/mx-docs

http://www.cisco.com/go/sx-docs

Cisco Unified Communication Manager（Call Manager）

Unified Communications
> [コール制御（Call Control）]

>  [Unified Communications Manager 
(CallManager)]

または、次をクリックします。http://www.cisco.com/c/en/us/
support/unified-communications/unified-communications-
manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.
html

ドキュメントは、次のカテゴリに編成されます。

インストールとアップグレード > インストールとアップグレード 
ガイド

• インストレーション ガイド：製品のインストール方法
• スタートアップ ガイド：システムを稼働させるために必要な初
期設定

• RCSI ガイド：法規制の遵守および安全に関する情報

保守と運用 > メンテナンスとオペレーション ガイド

• スタートアップ ガイド：システムを稼働させるために必要な初
期設定

• 管理者ガイド：製品の管理に必要な情報
• CUCM での CE エンドポイントの管理：Cisco Unified 

Communications Manager（CUCM）とともに製品を使用し始
めるために実行するタスク

保守と運用 > エンドユーザ ガイド

• ユーザ ガイド：製品の使用方法
• クイック リファレンス ガイド：製品の使用方法
• 物理インターフェイス ガイド：コネクタのパネルと LED など製
品の物理インターフェイスに関する詳細。

リファレンス ガイド | コマンド リファレンス

• API リファレンス ガイド：アプリケーション プログラミング イ
ンターフェイス（API）のリファレンス ガイド

リファレンス ガイド > テクニカル リファレンス

• CAD 図面：寸法付きの 2 次元 CAD 図面

設計 > 設計ガイド

• ビデオ会議室のガイドライン：会議室の設計とベスト プラク
ティスに関する一般的なガイドライン

• ビデオ会議室のガイドライン：聴き取られる音声の品質を向上
させるために行うべきこと

ソフトウェア ダウンロード、リリースと一般情報 > ライセンス情報

• オープン ソースのドキュメント：この製品で使用されている
オープン ソース ソフトウェアのライセンスおよび通知

ソフトウェア ダウンロード、リリースと一般情報 > リリース ノート

• ソフトウェア リリース ノート

シスコ Web サイト内のユーザ マニュアル

http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html
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