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概要

この資料は Cisco AS シリーズ メディア プロセッサ（以前のスピネーカー） RTP/3GPP 流出と
すぐに開始するのを助けるように情報を提供したものです。

前提条件

要件



このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

作業の流れを流す 3GPP

ハードウェア（5/7/8xxx シリーズ）の上で引っ掛かること

スピネーカー アプライアンス必要ちょうど 3 つの接続: 電源、イーサネットおよびビデオソース
。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


パワー一度供給された電源コードは接続され、後部電源スイッチをつけ、次にスピネーカー
の先頭のスイッチを押します。、押およびリリース前部スイッチ シャットダウンし、およそ
15 秒を待つため。

●

イーサネット— 3 つの利用可能 な イーサネットポートがあります; によってほしい誰でも使
用できます:LAN 1 および LAN 2 は GbE （10/100/1000 の）ポートです。Mgmt ポートは
10/100 です。

●

IP アドレス

スピネーカーは起動する場合、DHCP によって IP アドレスを受け取ります（もし可能であれば
）。 この IP アドレスはフロントパネルで表示する。

フロントパネルによってスピネーカーを設定できる間、最も容易な方式は Web ユーザ ユーザー
・インターフェースにアクセスするのにスピネーカーの IP アドレスを使用することです。

ネットワークによって接続される PC を使用し、にナビゲート して下さい:

https:// <ip_address >/encadmin

このスピネーカーに関しては、使用します: https://192.168.3.35/encadmin

スピネーカーを与えられるデフォルトユーザ名およびパスワードを使用するログオン。

プリセット タブ

望ましい設定の近くに来るリストからプリセットするを選択して下さい。たとえば、IP1.



1080i 3GPP 4 H264 ストリームは HD 出典を利用する最近のプリセットするです。プリセッ
トするのプレビューはスクリーンの一番下で表示する。
このアクティブをプリセットするために作るために『Apply』 をクリック して下さい。2.

入力タブ–ビデオ

スピネーカーは自動的にビデオソース 形式を検出する。●

設定を一致する 検出する 形式を確認して下さい。●

入力設定を確認するために、『Apply』 をクリック することの後で、正しく『Start』 をクリ
ック します 出典 ビデオのプレビュー用にであって下さい。

●

重要なカスタマイゼーション

多くのカスタマイズ可能 な オプション、しかしプリセットする デフォルトの使用から開始でき
ます。



良質 3GPP/RTP 出力のためのヒント

44.1Khz に可聴周波サンプリング レートを設定 して下さい。 これは電話の最大推奨 値です
。

●

時々より低いビットレートは電話が受け取ったすべてのデータを処理するので等号また更に
良質を提供します。 パケットは高データ レートが理由でもはや失われません。

●

小さいバッファサイズ => より速い始動時間。●

キーフレーム 間隔 => は出力フレーム レートのそれに倍数をします。●

出力される RTP/3GP （アナウンスされたストリーム）



流出サーバの IP アドレスを入力して下さい。●

RTSP ポートを入力して下さい（554 は RTSP のために普通使用されます）。●

ストリーム名: 流出サーバで保存されるべき SDP ファイルの名前また Webサーバの RTSP
URI の一部。

●

認証： 流出サーバで有効に なられた場合必要。●

Server2 はバックアップ流出サーバに同時送達を可能にします。●

Akamai （アナウンスされた TCP）への 3GPP 出力



エントリポイントの IP アドレスを入力して下さい。●

RTSP ポートは 554 に設定 されます。●

ストリーム名: 12345 は Akamai によって提供されるリフレクタ ポートです。●

作成される EdgeControl で流れる QuickTime のために認証パラメータを使用して下さい。注
: ほとんどのストリームは「a」タグ 形式のために Webページによって、使用します次を動
作されます:
<a href="rtsp://ARL/">

閉じる「/」重要です。 次に、例を示します。
<ahref="rtsp://a0000.l111111111.c00000.g.lq.

 akamaistream.net/D/1234/00000/v0001/reflector:12345/">

●

RTP/3GPP 出力設定（出力される未加工 RTP）



流出サーバ/エントリポイントの IP アドレスを入力して下さい。●

エンコーダとサーバの間で入力して下さい（偶数であると通常 >5000 期待される）使用され
るべきオーディオおよびビデオ ポートを。

●

RTSP ポートは 0 に設定 されます（セットアップ用の使用されなくて）。●

ストリーム名はリモートサーバの SDP ファイルで規定 される ポートを空で、サーバを受信
します流します。

●

注: この形式は実質螺旋形サーバおよび Akamai 未発表ストリームの方に普通使用されます。 ス
ピネーカーは C で保存される SDP ファイルを作成します: ドライブにします。 サーバでこのフ
ァイルが互換性を確保するのに使用する必要があります。

SDP ファイル

SDP （Session Description Protocol）ファイル（RFC 4566 開始する各ストリームのための
エンコーダによって、http://tools.ietf.org/html/rfc4566）は作成されます。

●

SDP ファイルはエンコーダからサーバにストリーム 定義および接続 情報が含まれています
。

●

スピネーカーは RTSP 内の SDP をアナウンスしましたりメッセージをおよび/または C で保
存します SDP ファイルを送信します: 手動使用方法のために（未発表接続によって）必要に
応じて駆動して下さい。

●

未発表ストリームに関してはサーバへの適切な接続を確認するために、以下は SDP で編集さ
れなければなりません: オーディオおよびビデオ ポート数、原点 IP アドレスおよびサーバの
IPアドレス。

●

SDP ファイルフォーマット 詳細

http://tools.ietf.org/html/rfc4566


SDP ファイル パッチ-リリース 5.0.1 のみ

スピネーカーが SDP ファイルを保存することを可能にする方法:

スピネーカーのレジストリ エディタ（regedit）を開いて下さい。1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inlet\E1 の New 鍵 ネームド「RTP」を作成して下
さい。

2.

新しい DWORD によって指名される WriteLocalSDP を作成して下さい。3.
1 に WriteLocalSDP の値を設定 して下さい（修正するを使用して）。4.
レジストリ エディタを終了します。5.



SDP ファイル パッチ（5.0.1 リリースだけのために）

3GPP ストリームが開始する時次に、SDP ファイルはエンコーダ C に書かれます: スピネーカー
で駆動して下さい。

出力と関連付けられるストリーム名がある場合その値は使用されます。●

規定 されるストリーム名がない場合 1 つは作成されます。形式は、次のとおりです。
h264_streamx.sdpx がストリーム第（0 – 3 か 0-7）であるところ。 出力が h263 である場合
、名前は h263_streamx.sdp です。

●

同じ名前のより古い SDP ファイルは新しい SDP ファイルと置き換えられます。●

流出サーバの SDP ファイルを設定を一致するために使用する前に IP アドレスおよびポート番号
を修正して下さい。

リビュー

サマリ タブに戻り、すべてのストリーム設定が正しいことを確認して下さい。



サーバを流すダーウィン/QuickTime

QuickTime サーバ（Mac OSX によって基づくソリューション）は Apple の Webサイトから利用
できます:

http://www.apple.com/quicktime/streamingserver/

上のリンクはまた異なるハードウェアプラットフォームの方にコンパイルすることができるソー
スコードを提供します。

さらに、ダーウィン サーバの多くのバージョンがあります異なるハードウェアプラットフォーム
の方にの Linux および Windows を含む Web で利用可能コンパイルされた。

イベントを開始して下さい

エンコーダを開始するために『Start』 をクリック して下さい。

出力 オプション- CDN への流出

入口は統合された、拡張が容易なソリューションを提供するために CDN を導く世界と絶えず密
接に連携します。 サービスを流す 3GPP/RTP は Akamai によって利用できます。

http://www.apple.com/quicktime/streamingserver/


   

複数のスピネーカーの接続

入口スピネーカーは複数のエンコーダ 同期を行ないます。●

これはストリーム S5000 および S7100 製品が付いている 16 の異なるストリームとまで何で
も出力するのに 2 つ、3 つまた更に 4 つのスピネーカーを利用することは可能性のある
S6000 および S8100 製品が付いているぐらつくストリーム 32 であることを意味します。
（例については第 2 ホイルの作業の流れを参照して下さい。）

●

この機能がストリーム入れ込むことの使用によって追加ビットレート、複数のカメラ アング
ル、または簡単な冗長性を提供するのに使用することができます。

●

スピネーカーはスピネーカー 2.で評価するためにから少し変更するスピネーカー 1 の比率少
しビットレート間の遷移で正確なフレームでも。

●

スピネーカー マネジメントコンソールはスムーズな流出イベントのための複数のスピネーカ
ーのセットアップを自動化できます。

●

関連情報

テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html?referring_site=bodynav
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