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はじめに

概要
『Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド』には、Cisco IP 
Interoperability and Collaboration System（Cisco IPICS）リリース 4.0 を理解、

設定、管理、および使用するために必要な情報が記載されています。

この章の構成は、次のとおりです。

• 「対象読者」（P.xix）

• 「マニュアルの構成」（P.xx）

• 「関連資料」（P.xxi）

• 「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイド

ライン」（P.xxiv）

ヒント 他のユーザとの通信専用に Cisco IPICS を使用するため、他の概要説明を必要と

しない場合は、第 4 章「Cisco IPICS ユーザのタスク」に進んでください。この

章では、Cisco IPICS へのログイン、IPICS Dispatch Console のダウンロードと

設定、およびユーザ プロファイルの設定について説明しています。

対象読者
『Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド』は、Cisco IPICS サーバ
を設定、運用、管理するユーザを対象としています。Cisco IPICS のロールを実
行するユーザも対象としています。
xix
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はじめに

    
マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

第 1 章「Cisco IPICS の概要」 Cisco IPICS の概要を説明し、特定の

ロールに関するマニュアル内の参照先が

まとめられています。

第 2 章「Cisco IPICS システムの管

理作業」

システム管理者が Admin Console で実行

できるタスクについて説明します。

第 3 章「Cisco IPICS オペレータの

タスク」

オペレータが Admin Console で実行でき

るタスクについて説明します。

第 5 章「Cisco IPICS ディスパッ

チャのタスク」

ディスパッチャが Admin Console で実行

できるタスクについて説明します。

第 4 章「Cisco IPICS ユーザのタス

ク」

ユーザと Admin Console の対話方法につ

いて説明します。ログイン、IDC アプリ

ケーションのダウンロード、ユーザ プロ

ファイルの設定について説明します。

第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの

設定と管理」

Cisco IPICS の操作ビュー機能について

説明します。

第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの使い方」

Cisco IPICS IP ポリシー エンジンで実行

する日常的な作業について説明します。

第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの設定と管理」

ダイヤル エンジンの設定および管理方

法、Cisco IPICS IP ポリシー エンジンに 
SIP プロバイダーを設定する方法につい

て説明します。

第 9 章「無線と無線ディスクリプタ

の管理」

Cisco IPCIS で無線および無線ディスク

リプタがどのように使用されるかを説明

し、これらの設定と管理についての情報

を提供します。

第 10 章「Cisco IPICS のハイ アベ

イラビリティの設定と管理」

Cisco IPICS のハイ アベイラビリティの

動作について説明し、ハイ アベイラビリ

ティを設定および管理する方法について

も説明します。

第 11 章「Cisco IPICS データベー

スのバックアップ操作と復元操作」

Cisco IPICS データベースのバックアッ

プおよび復元の実行手順について説明し

ます。
xx
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はじめに
関連資料
次の項からは、他の Cisco IPICS マニュアル、および関連するシスコ製品のマ

ニュアルについて説明します。

Cisco IPICS のマニュアル

Cisco IPICS および IDC アプリケーションの詳細については、次のマニュアルの

新リリースを参照してください。

• 『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide』：Cisco IPICS サーバ 
ソフトウェアおよび Cisco IPICS オペレーティング システムのインストー

ル、設定、およびアップグレード方法について説明します。

• 『IPICS Dispatch Console User Guide』：IDC アプリケーションのインストー

ル、設定、管理、および操作方法について説明します。

第 12 章「Cisco IPICS のサービサ

ビリティ情報および診断情報の概

要」

Cisco IPICS で利用できるサービサビリ

ティおよび診断情報について説明します。

付録 A「Cisco IPICS RMS コン

ポーネントの設定」

Cisco IPICS で使用する RMS の設定方法

について説明します。

付録 B「Cisco IPICS を使用した外

部通知」

Cisco IPICS を外部通知用に設定する方

法および外部通知の起動方法について説

明します。

付録 C「Cisco Unified IP Phone の 
Cisco IPICS Push-to-Talk デバイス

としての設定および使用」

Cisco IPICS でサポートされている 
Cisco IP Phone を設定および使用する方

法について説明します。

付録 D「SSL 証明書の生成」 Cisco IPICS サーバで SSL 証明書を作成

し、Cisco IPICS Mobile Client からのア

クセスを許可する方法について説明しま

す。

付録 E「FAQ」 Cisco IPICS に関するよくある質問への

回答です。
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はじめに

    
• 『Release Notes for Cisco IPICS』：Cisco IPICS の本リリースの新機能、変更

された機能、特記事項、警告、およびマニュアルのアップデートに関する説

明が収録されています。

• 『Cisco IPICS Resources Card (Documentation Locator)』：Cisco IPICS の本

リリースで利用できるマニュアルの概要がまとめられています。

• 『Cisco IPICS Compatibility Matrix』：Cisco IPICS で使用できる互換性のあ

るハードウェアおよびソフトウェアに関する情報が収録されています。

Cisco IPICS のマニュアルには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_hom
e.html

Cisco Unified Communications Manager のマニュア
ル

Cisco Unified Communications Manager の詳細については、次の URL のマニュ

アルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_
series_home.html

Cisco Unified Communications Manager Express 
のマニュアル

Cisco Unified Communications Manager Express の詳細については、次の URL 
のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/tsd_products_support
_series_home.html?q=&task=default
xxii
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はじめに
Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズのマニュアル

Cisco Unified IP Phone の詳細については、次の URL のマニュアルを参照して

ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_s
eries_home.html?q=&task=default

Session Initiation Protocol のマニュアル

ポリシー エンジンのダイヤルインおよびダイヤルアウト機能を制御するダイヤ

ル エンジンでは、Session Initiation Protocol（SIP）が使用されます。SIP の詳

細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/tk587/tsd_technology_support_su
b-protocol_home.html?q=&task=default

Cisco Security Agent
Cisco Security Agent の詳細については、次の URL のマニュアルを参照してく

ださい。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/tsd_products_support
_series_home.html?q=&task=default

Cisco IOS のマニュアル

Cisco IOS ソフトウェアのマニュアルでは、アクセス サーバ、ルータ、スイッチ

などの、特定のシステム コンポーネントおよびその他のシスコ製品の設定に必

要なタスクとコマンドについて説明します。各設定ガイドは、それに対応するコ

マンド リファレンスと併せて使用できます。

Cisco IOS ソフトウェア設定の詳細については、次の URL のマニュアルを参照

してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/tsd_products_support_series_hom
e.html
xxiii
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html?q=&task=default
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/tk587/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?q=&task=default
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_implementation_design_guide_book09186a0080347c1b.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/tsd_products_support_series_home.html?q=&task=default
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/tsd_products_support_series_home.html


はじめに

    
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、お
よびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、

次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』
を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示さ

れています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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C H A P T E R 1

Cisco IPICS の概要

Cisco IP Interoperability and Collaboration System（Cisco IPICS）は、異種シス

テム間での音声の相互運用性を提供します。音声チャネル、トーク グループ、

および仮想トーク グループを相互接続し、人員およびメディア リソースを強力

かつ柔軟に管理できる IP 標準ベースのソリューションを提供します。

この章では、Cisco IPICS の概要を説明します。Cisco IPICS の操作と管理を細

かく制御できる Cisco IPICS Administration Console についても説明します。

Cisco IPICS を初めて設定する場合や Cisco IPICS の基本コンポーネントと概念

をよく理解する必要がある場合は、この章をお読みください。

ヒント 他のユーザとの通信専用に Cisco IPICS を使用するため、他の概要説明を必要と

しない場合は、第 4 章「Cisco IPICS ユーザのタスク」に進んでください。この

章では、Cisco IPICS へのログイン、Cisco IPICS Dispatch Console（IDC）の

ダウンロード、IDC と Cisco IP Phone 用の Push-to-Talk（PTT）チャネルの設

定、およびユーザ プロファイルの入力について説明しています。

この章は、次の項で構成されています。

• 「はじめに」（P.1-2）

• 「Cisco IPICS の用語」（P.1-3）

• 「Cisco IPICS の概要」（P.1-5）

• 「Cisco IPICS のロール」（P.1-8）

• 「Linux ユーザ ロール」（P.1-9）

• 「Cisco IPICS Administration Console」（P.1-11）
1-1
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第 1 章     Cisco IPICS の概要

    はじめに
はじめに
Cisco IPICS をインストールしたら、Cisco IPICS を使用するための一連の設定

手順を実行します。表 1-1 に、その手順と、それぞれの詳細な説明の参照先をま

とめます。

Cisco IPICS を初めて設定する場合は、ガイドとしてこの情報を参照してくださ

い。環境によっては、これらすべての手順を実行する必要はない場合があります。

Cisco IPICS のインストールについては、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Server 
Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

表 1-1 Cisco IPICS の設定手順の概要

手順 参照先

チェック

記入欄

Cisco IPICS の概要

1. Cisco IPICS を構成するハードウェアおよ

びソフトウェア コンポーネントについて

「Cisco IPICS の概要」（P.1-5）を参照して

ください。

2. Cisco IPICS ユーザに割り当てることが

できるロールについて

「Cisco IPICS のロール」（P.1-8）を参照し

てください。

3. Cisco IPICS Administration Console への

アクセス方法など、このアプリケーション

について

「Cisco IPICS Administration Console」
（P.1-11）を参照してください。

Cisco IPICS のセットアップと設定

1. RMS コンポーネントの設定 付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネント

の設定」を参照してください。

2.ロケーションの設定 「ロケーションの管理」（P.2-41）を参照し

てください。

3.マルチキャスト プールの設定 「マルチキャスト プールの管理」（P.2-51）
を参照してください。

4.無線と無線ディスクリプタの設定 第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」

を参照してください。

5. Push-to-Talk チャネルの作成 「PTT チャネルとチャネル グループの管理」

（P.2-2）を参照してください。

6.ユーザ ロールの指定およびユーザの追加 「ユーザのロールの管理」（P.3-12）を参照

してください。
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Cisco IPICS の用語
このマニュアルでは、Cisco IPICS の機能を説明する際に、さまざまな用語を使

用します。表 1-2 では、このマニュアルを通して使用されている一般的な用語に

ついて説明します。

7. VTG テンプレートの作成 「非アクティブ VTG の管理」（P.5-6）を参

照してください。

8. サーバが IDC の現在のバージョンをサ

ポートしていることの確認

「IDC バージョンの管理」（P.2-124）を参照

してください。

9. Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定

（必要な場合）

第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの

設定と管理」を参照してください。

10.操作ビューの作成（必要な場合） 第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管

理」を参照してください。

11. Cisco Unified IP Phone の設定（必要な

場合）

付録 C「Cisco Unified IP Phone の Cisco 
IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定

および使用」を参照してください。

12. Cisco IPICS の外部通知操作用設定（必

要な場合）

付録 B「Cisco IPICS を使用した外部通知」

を参照してください。

13. ハイ アベイラビリティの設定（必要な

場合）

第 10 章「Cisco IPICS のハイ アベイラビリ

ティの設定と管理」を参照してください。

14. SSL 証明書の生成（必要な場合） 付録 D「SSL 証明書の生成」を参照してく

ださい。

表 1-1 Cisco IPICS の設定手順の概要 （続き）

手順 参照先

チェック

記入欄
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表 1-2 Cisco IPICS の用語

用語 説明

チャネル 信号を送受信する、1 つの単方向パスまたは双方向パスで

構成されます。Cisco IPICS ソリューションの場合、チャ

ネルは、従来の無線の物理無線周波数チャネルにマッピン

グされる 1 つの LMR ゲートウェイ ポートを表します。

トーク グループ 通常は、同じトーク グループのユーザとだけ共同作業す

る無線ユーザのサブグループで構成されます。他のサブグ

ループとの無線インターフェイスは必要ありません。

Cisco IPICS では、チャネルは論理トーク グループにマッ

ピングされます。つまり、同じ無線周波数で話す参加者は

全員、1 つのトーク グループに属します。

仮想トーク グルー

プ（VTG）

チャネルのグループの相互運用性を表し、ユーザが特定の

インシデントに基づいて接続される音声チャネルにマッピ

ングされます。また、エンド デバイス（IDC、

Cisco Unified IP Phone、ダイヤルイン電話）は、サーバ

で設定されているロケーション構成に基づいて VTG に参

加します。

グループ Cisco IPICS ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ イ
ンターフェイス（TUI）を使用する場合、チャネルと 
VTG はグループと呼ばれることがあります。

インシデント Cisco IPICS で特定し、さまざまなユーザが IDC を使用し

て応答を調整できるイベントのことです。
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Cisco IPICS の概要

Cisco IPICS は、さまざまな構成で展開できます。構成は、ユーザが使用する通

信デバイスのタイプ、使用されるメディア タイプ、相互運用性要件などによっ

て決まります。Cisco IPICS の展開は、次の一部またはすべてを含む、必要な機

能を提供する各種ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントで構成され

ます。

• Cisco IPICS サーバ：Cisco IPICS システムの基幹機能を提供します。詳細

については、「Cisco IPICS サーバ」（P.1-6）を参照してください。

• IPICS Dispatch Console（IDC）：さまざまな通信デバイスを使用するユーザ

がイベントに参加できるように PTT 機能を提供する、スタンドアロンの PC 
ベース ソフトウェア アプリケーションです。詳細については、「IPICS 
Dispatch Console」（P.1-6）を参照してください。

• LMR ゲートウェイ：無線ネットワークの相互運用性とアプリケーション統

合を提供します。詳細については、「LMR ゲートウェイ」（P.1-7）を参照し

てください。

• RMS：Cisco Dispatch Console から VTG またはチャネルへのリモート接続

や VTG へのチャネルの参加などの混合機能を実行します。詳細について

は、「RMS」（P.1-7）を参照してください。

• ネットワーク コンポーネント：スイッチ、ルータ、ファイアウォール、モ

バイル アクセス ルータ、無線アクセス ポイント、およびブリッジが含まれ

ます。詳細については、「ネットワーク コンポーネント」（P.1-7）を参照し

てください。

• Cisco Unified Communications Manager の機能：無線および非無線ネット

ワーク間での音声の相互運用性を提供します。詳細については、「Cisco 
Unified Communications Manager の機能」（P.1-7）を参照してください。

• オーディオ クライアント：ユーザが VTG に参加するための Land Mobile 
Radio（LMR; 陸上移動無線）や Cisco Unified IP Phone などのデバイス。

詳細については、「オーディオ クライアント」（P.1-8）を参照してください。

• Cisco IPICS Mobile Client：Apple iPhone 上で実行されるスタンドアロン 
アプリケーション。インシデント VTG およびサポート メディアへのアクセ

スを提供し、ユーザがジャーナル、ビデオ、および画像をインシデントに追

加することを可能にします。詳細については、『Cisco IPICS Mobile Client 
for Apple iPhone Reference Guide』を参照してください。
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Cisco IPICS サーバ

すべての Cisco IPICS には、Cisco IPICS のあらゆるアクティビティの中心とな

る、Cisco IPICS サーバが含まれます。Cisco IPICS サーバ ソフトウェアは、

Cisco Linux オペレーティング システム上で動作します。次の機能を果たします。

• Cisco IPICS の運用および管理を制御する Administration Console のホスト

として機能します。

• Cisco IPICS ポリシー エンジンのホストとして機能します。

• Cisco IPICS の認証およびセキュリティ サービスを提供します。

• 運用に必要なデータを格納します。

• RMS コンポーネント、Cisco Dispatch Console、Cisco Unified IP Phone など

のさまざまなメディア リソースとの統合を行うことができるようにします。

IPICS Dispatch Console
IDC は、さまざまな通信デバイスを使用するエンド ユーザ、派遣人員、および

管理者がイベントに参加することを可能にする、PC ベースのソフトウェア アプ

リケーションです。IDC は実質的にあらゆるアナログおよびデジタルの無線シ

ステムと統合して、動的な PTT 通信を実現することができます。また、リッチ 
メディアの IPICS インシデントをサポートしているため、ビデオ、写真、デー

タなどのマルティメディア データの共有も可能になります。

IDC は Cisco IPICS サーバからダウンロードし、PC にインストールします。詳

細については、「IDC のダウンロード」（P.4-22）を参照してください。アプリ

ケーションを初めてインストールした後は、新しいバージョンが利用可能になる

と、Cisco IPICS で自動的に通知が表示されます。

Cisco IPICS オペレータが、IDC へのユーザ アクセスを設定します。また、オペ

レータは、IDC ユーザが監視および使用できる PTT チャネルを割り当てます。

ユーザは、このチャネルから他の Cisco IPICS ユーザとの会議に参加できます。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』
を参照してください。
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LMR ゲートウェイ

LMR ゲートウェイは、Cisco IOS Hoot & Holler 機能を使用して、無線ネット

ワークの相互運用性を提供します。これらは、無線周波数と IP マルチキャスト 
ストリーム間のブリッジとなります。また、無線伝送にキーイング信号を提供し

ます。LMR ゲートウェイ機能は、多くの場合、ルータの追加機能としてインス

トールされます。

RMS
Router Media Service（RMS; ルータ メディア サービス）は、Cisco IPICS に次

のさまざまな機能を提供します。

• ループバック機能により、複数の VTG の組み合わせをサポート

• マルチキャスト チャネルの混合による VTG のサポート

• マルチキャスト チャネルまたは VTG へのリモート IDC ユニキャスト接続

の混合

• ユニキャスト M1:U12:M2 接続トランクのサポート

ネットワーク コンポーネント

ネットワーク コンポーネントには、スイッチ、ルータ、ファイアウォール、モバ

イル アクセス ルータ、無線アクセス ポイント、およびブリッジが含まれます。

Cisco Unified Communications Manager の機能

Cisco Unified Communications Manager またはサポートされているバージョン

の Cisco IOS を実行する Cisco ルータを使用すると、所定の Cisco Unified IP 
Phone モデルで、チャネルおよび VTG に参加できるようになります。これらの

アプリケーションは、Cisco IPICS ポリシー エンジンの SIP プロバイダーとして

も機能します。SIP プロバイダーは、ダイヤル エンジンとの通話に SIP テレフォ

ニー サポートを提供します。
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オーディオ クライアント

オーディオ クライアントは、ユーザが VTG に参加するためのデバイスです。こ

れらには、IDC クライアント、LMR ゲートウェイおよび Cisco Unified IP 
Phone の各種モデルが含まれます。

Cisco IPICS のロール
各 Cisco IPICS ユーザには、1 つ以上のロールが割り当てられます。ロールで

は、ユーザがアクセスできる Cisco IPICS 機能と、ユーザが実行できる機能を定

義します。このようにロールを使用することで、システム セキュリティを維持

できます。

表 1-3 は、Cisco IPICS ロールの説明です。

表 1-3 Cisco IPICS のロール

ロール 説明 参照先

ユーザ 個人情報の管理、IDC クライアント アプリケー

ションのダウンロード、オーディオ デバイスの設定

に使用される通信プリファレンスの指定、プリシー

のアクティブ化、関連ポリシーを表示できます。

Cisco IPICS の各ユーザにユーザ ロールが割り当て

られます。ユーザには追加ロールが割り当てられる

ことがあります。

第 4 章「Cisco IPICS 
ユーザのタスク」を参

照してください。

システム管理者 サーバ、ルータ、マルチキャスト アドレス、ロ

ケーション、PTT チャネルなどの Cisco IPICS リ
ソースのインストールおよび設定を担当します。ま

た、ops ビューの作成、編集、削除、Cisco IPICS 
ライセンスと IDC バージョンの管理、ダイヤル エ
ンジン関連作業の実行、ポリシーのアクティブ化、

特定ポリシーの表示、アクティビティ ログ ファイ

ルやダッシュボードを使用したシステムおよびユー

ザのステータスの監視も担当します。

第 2 章「Cisco IPICS 
システムの管理作業」

を参照してください。
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Linux ユーザ ロール
Cisco IPICS では、表 1-4 で説明する Linux ユーザ ロールがサポートされていま

す。

ops ビュー管理者 ops ビューがフィルタリングしたアクティビティ ロ
グを管理および監視できます。このログには、

Administration Console の [Activity Log 
Management] ウィンドウ（[Administration] > 
[Activity Log Management]）でアクセスできます。

第 7 章「Cisco IPICS 
操作ビューの設定と管

理」を参照してくださ

い。

オペレータ ユーザおよびユーザ グループの設定と管理、Cisco 
IPICS および IDC へのアクセス許可、ユーザ チャ

ネル、ロールおよび ops ビューの割り当て、ポリ

シーの作成と管理を担当します。

第 3 章「Cisco IPICS 
オペレータのタスク」

を参照してください。

ディスパッチャ 非アクティブ VTG の設定、会議を開始する VTG 
のアクティブ化、VTG テンプレートおよびアク

ティブな VTG での参加者の追加と削除を担当しま

す。ポリシーの作成と管理も行います。また、アク

ティブな VTG およびイベントを監視し、必要に応

じてユーザを消音または消音解除します。

第 5 章「Cisco IPICS 
ディスパッチャのタス

ク」を参照してくださ

い。

すべて 他のすべての Cisco IPICS ロールが割り当てられた

のと同じです。

—

表 1-3 Cisco IPICS のロール （続き）

ロール 説明 参照先

表 1-4 Linux ユーザ ロール

システム ユーザ 
ロールおよびシ

ステム グループ 説明

root ユーザ Cisco IPICS サーバ内のすべてのファイルへのアクセス権を
持つ Cisco IPICS Linux ユーザです。セキュリティ性の高い
パスワードを使用する必要があります。また、このユーザ 
ID には Linux オペレーティング システムのパスワード期限
切れルールが適用されます。
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ipicsadmin ユー

ザ

ipics linux グループに属し、Cisco IPICS アプリケーション
およびデータベースのバックアップと復元に関連する Cisco 
IPICS サーバ フォルダ、ファイル、およびスクリプトへの
フル権限を持つ Cisco IPICS Linux ユーザです。また、
ipicsadmin ユーザは、Informix データベースに対するデー
タの読み取りおよび書き込み権限も保持します。この Linux 
システム ユーザ ID は、Cisco IPICS のインストール プロセ
ス中に作成されます。このユーザ ID のパスワードが期限切
れになることはありません。

ipicsdba ユーザ  Cisco IPICS データベース サーバのフォルダ、ファイル、
およびスクリプトに対するフル権限を持つ informix linux グ
ループと Cisco IPICS アプリケーションに関連するフォル
ダ、ファイル、およびスクリプトに対する権限を持つ ipics 
linux グループの両方に属する Cisco IPICS Linux ユーザで
す。また、ipicsdba ユーザは、Informix データベース イン
スタンスでデータの読み取りと書き込み、テーブルの作成、
およびデータベースの作成を行う権限も保持します。この 
Linux システム ユーザ ID およびパスワードは、Cisco 
IPICS のインストール プロセス中に作成されます。この
ユーザ ID のパスワードが期限切れになることはありませ
ん。ipicsdba ユーザにアクセスするには、root ユーザ ID を
使用して Cisco IPICS サーバにログインし、su - ipicsdba

（root ユーザを置き換える）と入力します。

informix ユーザ Cisco IPICS データベース サーバのフォルダ、ファイル、お

よびスクリプトに対するフル権限を持つ informix linux グ
ループと Cisco IPICS アプリケーションに関連するフォル

ダ、ファイル、およびスクリプトに対する権限を持つ ipics 
linux グループの両方に属する Cisco IPICS Linux ユーザで

す。また、このユーザは、Informix データベース インスタ

ンスへのフル管理権限も保持します。この Linux システム 
ユーザ ID およびパスワードは、Cisco IPICS のインストー

ル プロセス中に作成されます。このユーザ ID のパスワード

が期限切れになることはありません。informix ユーザにア

クセスするには、root ユーザ ID を使用して Cisco IPICS 
サーバにログインし、su - informix（root からのユーザの

切り替え）と入力します。

表 1-4 Linux ユーザ ロール （続き）

システム ユーザ 
ロールおよびシ

ステム グループ 説明
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Cisco IPICS Administration Console
Cisco IPICS サーバには、Web ベース アプリケーションの Administration 
Console があります。Administration Console を使用して、Cisco IPICS ロール

に基づいて、Cisco IPICS アクティビティを実行および管理します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco IPICS サーバ使用のガイドライン」（P.1-11）

• 「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）

• 「Administration Console の終了」（P.1-17）

• 「Administration Console のウィンドウへの必須情報の入力」（P.1-17）

• 「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）

• 「項目リストの移動」（P.1-19）

• 「Administration Console のヘルプの表示」（P.1-19）

• 「Cisco IPICS に関する情報の表示」（P.1-20）

• 「Administration Console のタイムアウト」（P.1-20）

Cisco IPICS サーバ使用のガイドライン

Cisco IPICS サーバの使用時は、次のヒントとガイドラインに従ってください。

• Cisco IPICS Administration Console には、次のタブがあります。

– [Server] タブ：Cisco IPICS の管理作業を実行するトレイとウィンドウ

にアクセスできます。Cisco IPICS コンポーネントの設定と管理、ライ

ンセスのアップロード、データベースの管理、アクティビティ ログの監

視、システム パフォーマンス オプションの設定、システム パフォーマ

ンスの監視などの作業があります。VTG、ユーザ、および IDC の管理

操作も行うことができます。

– [Policy Engine] タブ：ポリシー エンジンおよびダイヤル エンジンの管

理作業を行うトレイとウィンドウにアクセスできます。ポリシーの作成

と管理、SIP およびダイヤル エンジン パラメータの設定、プロンプト

の管理、ポリシー エンジン サービスの監視、ダイヤル エンジンのト

レーシングの管理などの作業があります。
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• 多くの Administration Console ウィンドウでは、さまざまな情報を入力でき

ます。フィールドへの入力、ドロップダウン リストからの選択、チェック

ボックスのオンとオフなど、ウィンドウによって情報の入力方法は異なりま

す。フィールド、ドロップダウン リスト、チェックボックスの横にあるア

スタリスク（*）は必須情報であることを示します。変更を保存して、ウィ

ンドウを終了する前に、この情報を入力する必要があります。

• ほとんどのウィンドウには、[Save] ボタンと [Cancel] ボタンがあります。

[Save] ボタンをクリックすると、ウィンドウで行った変更が保存され、通

常、ウィンドウが閉じます。[Cancel] ボタンをクリックすると、行った変更

が破棄され、通常、ウィンドウが閉じます。

• チャネル、ユーザ、VTG など、多くの Cisco IPICS リソースは、

Administration Console に一覧表示されます。これらのリストにはチェック

ボックスがあります。チェックボックスをオンにして、機能を実行するリ

ソースを選択します。ほとんどのリソース リストの上部には、一度にすべ

てのリソースを選択できるチェックボックスがあります。

• 多くの Administration Console ウィンドウには、ドロップダウン リストが

あります。これらの一部は、特定の機能を実行したあとだけ使用できるよう

になります。必要な機能を実行しない場合、ドロップダウン リストはグ

レー表示となり、使用できません。

• 一部のリソースでは、別ウィンドウが表示され、次の操作を行うことができ

ます。

– 項目を 1 つのリストから別のリストに移動するには、その項目をクリッ

クして強調表示し、[>] または [<] をクリックするか、項目をダブルク

リックします。

– 複数の項目を 1 つのリストから別のリストに同時に移動するには、Shift 
キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、[>] または [<] 
をクリックします。

– すべての項目を 1 つのリストから別のリストに同時に移動するには、

[>>] または [<<] をクリックします。

• Cisco IPICS は、マルチキャストおよびユニキャスト両方の通信接続をサ

ポートしています。ユーザが Cisco IPICS にログインしたときに、適切なロ

ケーション情報を認識できるようにしてください。

• IP マルチキャスト アドレスは、239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の範囲だけ

で設定することを強くお勧めします。このアドレス範囲は RFC 3171 に指定

された管理用スコープ ブロックに含まれ、ローカル ドメイン用に割り当て

られています。このアドレス範囲では、既存のマルチキャスト ドメインと
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のアドレス指定競合が発生しにくくなります。詳細については、「Cisco 
IPICS で IP マルチキャスト アドレスを使用する場合のガイドライン」

（P.2-54）を参照してください。

• ユーザ、チャネル、ユーザ グループ、チャネル グループ、または VTG を追

加するときは、各カテゴリ内の名前が一意でなければならないことに注意し

てください。たとえば、2 人のユーザ名が同一だったり、2 つのチャネル名

が同一だったりすることはできませんが、ユーザ名とチャネル名は同一で

あっても構いません。

• 同じマルチキャスト ドメインにいるユーザは、同じ Cisco IPICS ロケーショ

ンにいます。

• 各 Cisco IPICS サーバが専用 RMS コンポーネント上のリソースを使用でき

るようにするため、複数の Cisco IPICS サーバで同じ RMS コンポーネント

を使用できるようにはなっていません （ハイ アベイラビリティ環境では、

一度にアクティブになるサーバは常に 1 つだけなので、プライマリとセカン

ダリの Cisco IPICS サーバが同じ RMS コンポーネントを使用します）。

• Cisco IPICS では、同じロケーションで複数の RMS コンポーネントを使用

できます。

• RMS コンポーネントの設定時は、必ず、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポー

ネントの設定」で説明されているすべての設定手順を実行してください。

• 会議の参加者の人数と各接続タイプを確認して、リソースが競合しないよう

にしてください。

• VTG が突然アクティブまたは非アクティブになった場合、ポリシーによっ

て VTG がアクティブ化または非アクティブ化された可能性があります。詳

細については、第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参照し

てください。

• Cisco IPICS サーバの Administration Console の Web インターフェイスに表

示されるタイムスタンプは、すべてグリニッジ標準時（GMT）です。
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ブラウザのガイドライン

サポートされているブラウザを使用して Cisco IPICS Administration Console に
アクセスする場合は、この項で説明するガイドラインに従ってください。

（注） デフォルトでは、Administration Console は一定時間使用されないとタイムアウ

トになります。詳細については、「Administration Console のタイムアウト」

（P.1-20）を参照してください。

• Administration Console のウィンドウは、自動的にリフレッシュしません。

ベスト プラクティスとして、ブラウザ ウィンドウを頻繁に更新し、サーバ

管理機能を実行するときには必ず更新して、 新の情報を扱えるようにして

ください。 新のデータが表示されていないウィンドウで管理上の更新を行

うと、更新が正常に行われない場合があり、Cisco IPICS でエラーが表示さ

れます。このような状況が発生した場合は、ブラウザ ウィンドウを更新し、

操作を再実行してください。

• 現在のウィンドウに 新の情報を表示するには、表示するときに使用したボ

タンまたはタブをクリックしてリフレッシュします。Administration Console 
の一部のウィンドウには [Refresh] ボタンがあります。このボタンを使用し

て、ウィンドウをリフレッシュできます。または [Refresh] をクリックしま

す。Cisco IPICS は、ブラウザの [Refresh] ボタンによる Administration 
Console ウィンドウのリフレッシュはサポートしていません。

• Cisco IPICS Administration Console では、特定の機能にブラウザのポップ

アップ ウィンドウを使用します。マシンにブラウザのポップアップ ブロッ

ク ソフトウェアをインストールしている場合、特定の操作を実行できない

場合があります。管理タスクの実行がブロックされないよう、

Administration Console を使用する前に、マシンにインストールされている

ポップアップ ブロック ソフトウェアを無効にしてください。

• Cisco IPICS では、同じマシンで同時に複数のブラウザ セッションから 
Administration Console にアクセスできません。複数のブラウザ セッション

を使用して Administration Console にアクセスすると、予測しないエラーが

発生する可能性があります。サーバを適切に動作させるために、

Administration Console の機能に対して、同じマシンで一度に複数のセッ

ションを開かないでください。

• ブラウザ関連のメモリの問題を回避するには、Cisco IPICS Administration 
Console を長時間使用した後は、ブラウザを終了し、再起動してください。
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Administration Console へのアクセス

Cisco IPICS をインストールすると、Cisco IPICS サーバへの IP 接続が可能で

『Cisco IPICS Compatibility Matrix』に指定された要件を満たすあらゆるコン

ピュータから、Administration Console にアクセスできるようになります。

Cisco IPICS Administration Console にアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Internet Explorer を起動し、アドレス フィールドに、Cisco IPICS を実行してい

るサーバの完全修飾ホスト名（ipics1.cisco.com など）または IP アドレスを入力

します。

できれば完全修飾ホスト名を入力することをお勧めします。IP アドレスを入力

すると、使用している PC にサーバからの有効な信頼証明書がなかった場合、証

明書をダウンロードするようにというポップアップ メッセージが表示されます。

この場合は、このメッセージに従ってください。

[Authentication] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Authentication] ウィンドウの [User Name] フィールドと [Password] フィールド

にユーザ名とパスワードを入力します。

パスワードでは大文字と小文字が区別されるので、設定されたパスワードを正確

に入力してください。

ユーザ名とサーバ ホスト名では、大文字と小文字は区別されません。

ステップ 3 [Log In] をクリックします。

Cisco IPICS Administration Console が表示されます。右側に [My Profile] ウィンド

ウが表示されます。この例では、左側に、Administration Console で使用可能なすべ

てのトレイが示されています。表示されるトレイはロールに対応しているため、

ウィンドウに表示されないトレイもあります。[Policy Engine] タブは、Cisco IPICS 
ポリシー エンジンのライセンスを取得している場合だけ表示されます。

[User Details] ウィンドウでは、さまざまな作業を行うことができます。表 1-5 
を使用して、実行できる作業について説明します。
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表 1-5 [User Details] ウィンドウでの作業

作業 参照先

ユーザ情報を更新する 「ユーザ プロファイルの管理」（P.4-2）を

参照してください。

タブとトレイを選択し、追加ウィ

ンドウにアクセスする

該当する章を参照してください。

• 第 2 章「Cisco IPICS システムの管理

作業」

• 第 3 章「Cisco IPICS オペレータのタ

スク」

• 第 5 章「Cisco IPICS ディスパッチャ

のタスク」

• 第 4 章「Cisco IPICS ユーザのタス

ク」

• 第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの使い方」

• 第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの設定と管理」

オンライン ヘルプを表示する 「Administration Console のヘルプの表

示」（P.1-19）を参照してください。

Cisco IPICS に関する情報を入手す

る

「Cisco IPICS に関する情報の表示」

（P.1-20）を参照してください。

Administration Console からログア

ウトして終了する

「Administration Console の終了」

（P.1-17）を参照してください。
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Administration Console の終了

Administration Console は、アプリケーション内のどのウィンドウからでも終了

できます。終了するには、Administration Console の任意のウィンドウで 
[Logout] をクリックします。

Administration Console のウィンドウへの必須情報の入力

多くの Administration Console ウィンドウでは、さまざまな情報を入力できま

す。フィールドへの入力、ドロップダウン リストからの選択、チェックボック

スのオンとオフなど、ウィンドウによって情報の入力方法は異なります。

フィールド、ドロップダウン リスト、チェックボックスの横にあるアスタリス

ク（*）は必須情報であることを示します。変更を保存して、ウィンドウを終了

する前に、この情報を入力する必要があります。

検索ウィンドウの使用

Administration Console で実行する一部の作業では、その作業の対象となる項目

を検索し、識別する必要があります。たとえば、チャネルをユーザに関連付ける

場合、関連付けるチャネルを識別する必要があります。

必要な項目を見つけやすくするために、Cisco IPICS には [Search] または 
[Search Results] ウィンドウがあります。このウィンドウは、必要に応じて自動

的にポップアップします。さまざまな条件に基づいて、必要な項目を検索するた

めの 1 つ以上のフィールドが表示されます。

次に、[Search] または [Search Results] ウィンドウに関するガイドラインを示し

ます。

• これらのウィンドウには、文字を入力できる 1 つ以上のフィルタ フィール

ドが含まれている場合があります。これらのフィールドの名前は、実行する

作業と検索する必要のある情報によって異なります。

フィルタ フィールドでは、検索する名前の 初の数文字を含む文字列を入

力できます。大文字と小文字は区別されません。

• ウィンドウには、1 つ以上のフィルタ ドロップダウン リストが表示される

場合があります。これらのリストの名前は、実行する作業と検索する必要の

ある情報によって異なります。
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フィルタ ドロップダウン リストから、検索する項目と一致するオプション

を選択できます。たとえば、ユーザを検索している場合、[Roles] ドロップ

ダウン リストから [Dispatcher] を選択すると、ディスパッチャのロールを

割り当てられたユーザが検索されます。

• 複数のフィルタ フィールドに情報を入力すると、指定したすべての検索条

件と一致する項目だけが検索されます。

• 指定したフィルタに基づいて検索を実行するには、[Search] または [Search 
Results] ウィンドウの [Filter] 領域で [Go] をクリックします。フィルタを指

定せずに [Go] をクリックすると、検索しているタイプのすべての項目から

検索されます。

• フィールドを消去し、ドロップダウン リストをデフォルト値にリセットす

るには、[Search] または [Search Results] ウィンドウの [Filter] 領域で 
[Clear Filter] をクリックします。

• ロケーションの検索を除いて、検索結果は、ユーザが属する ops ビューに

よって異なります。ロケーションの検索結果には、ops ビューに関係なく、

検索条件と一致するすべてのロケーションが含まれます。

• 検索結果は、結果リストから選択できる項目によって異なる場合がありま

す。たとえば、ユーザと関連付けるチャネルを検索する場合、結果にはユー

ザに関連付けることができないチャネルは含まれません。同様に、VTG に
追加するチャネルを検索する場合、結果には VTG に関連付けることができ

ないチャネルは含まれません。

• [Search] または [Search Results] ウィンドウの下部にある結果リストに結果

を表示する方法については、「項目リストの移動」（P.1-19）を参照してくだ

さい。

• [Search] または [Search Results] ウィンドウの結果リストから 1 つ以上の項

目を選択するには、各項目の横にあるチェックボックスをオンにします。

• [Search] または [Search Results] ウィンドウを終了するには、次のどちらか

を実行します。

– [OK] ボタンをクリック：ウィンドウが閉じ、チェックボックスをオン

にした結果が、検索元のウィンドウに入力されます。

– [Cancel] ボタンをクリック：ウィンドウが閉じ、チェックボックスをオ

ンにした結果は、検索元のウィンドウに入力されません。
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項目リストの移動

Administration Console の複数のウィンドウには、情報のリストが表示されま

す。たとえば、[User Management] トレイの [Users] ウィンドウには、Cisco 
IPICS ユーザのリストが表示されます。

これらのリストの項目を表示するには、次のガイドラインに従ってください。

• リストは複数の情報ページに分けて表示されます。1 ページに表示される項

目の行数を指定するには、ウィンドウ上部にある [Rows per page] ドロップ

ダウン リストから希望の値を選択し、そのリストの横にある [Go] ボタンを

クリックします。画面に表示されていない項目を表示するには、結果リスト

の横のスクロール バーを使用します。

• リストの下部にある次のナビゲーション コントロールを使用して、リスト

の情報ページを移動できます。

– [Page] フィールド：特定のページに移動するには、ページ番号を入力

し、Enter キーを押します。

– [|<]（[First Page] ボタン）：リストの 初のページを表示します。この

ボタンは、 初のページが表示されている場合は使用できません。

– [<]（[Previous Page] ボタン）：リストの前のページを表示します。この

ボタンは、 初のページが表示されている場合は使用できません。

– [>]（[Next Page] ボタン）：リストの次のページを表示します。このボ

タンは、 後のページが表示されている場合は使用できません。

– [>|]（[Last Page] ボタン）：リストの 後のページを表示します。この

ボタンは、 後のページが表示されている場合は使用できません。

 Administration Console のヘルプの表示

Administration Console の任意のウィンドウから Cisco IPICS のヘルプにアクセ

スできます。ヘルプから、この『Cisco IPICS Server Administration Guide』に

含まれている情報にオンライン アクセスできます。

Cisco IPICS オンライン ヘルプにアクセスするには、Administration Console の
ウィンドウから [Help] をクリックします。
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Cisco IPICS に関する情報の表示

Cisco IPICS に関する次の情報を表示するには、Administration Console のウィ

ンドウで [About] をクリックします。

• 実行している Cisco IPICS のバージョン

• ログイン ユーザが属している ops ビュー

• ログイン ユーザがアクセスできる ops ビュー

• 現在のサーバ日時

• サーバのオペレーティング システム（この情報は、Cisco IPICS のシステム

管理者ロールが割り当てられている場合だけ表示されます）

• 後にデータベースのバックアップを行った日時（この情報は、Cisco IPICS 
のシステム管理者ロールが割り当てられている場合だけ表示されます）

Administration Console のタイムアウト

システムのセキュリティを高めるため、Administration Console は 30 分間使用

されないとタイムアウトになります。この場合、現在の Administration Console 
ウィンドウはそのまま表示されますが、機能を実行しようとすると、ログインし

直すよう求めるメッセージが表示されます。ログインし直すには、ユーザ名とパ

スワードを入力し、[Log In] をクリックします。Administration Console を終了

するには、Administration Console の任意のウィンドウで [Logout] をクリック

します。

Cisco IPICS セッションのタイムアウト時間を変更したり、タイムアウトが発生

しないように無効にしたりするには、Administration Console の 
[Administration] > [Option] に移動し、[Cisco IPICS Session Timeout Period] オ
プションの値を変更します。詳細については、「Cisco IPICS オプションの管理」

（P.2-108）を参照してください。
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C H A P T E R 2

Cisco IPICS システムの管理作業

Cisco IPICS システム管理者は、Cisco IPICS ソフトウェアのインストールと 
Cisco IPICS リソース（サーバ、ルータ、マルチキャスト アドレス、ロケーショ

ン、PTT、無線チャネルなど）の設定を担当します。システム管理者は、

Cisco IPICS ライセンスおよび IDC のバージョンの管理、システムのステータス

の監視、ログ ファイルの確認も行い、必要に応じて操作ビューを作成します。

さらに、システム管理者は無線と無線ディスクリプタの管理、オプションのハイ 
アベイラビリティの管理、およびバックアップと復元の操作の実行も担当します。

詳細については、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」、第 10 章
「Cisco IPICS のハイ アベイラビリティの設定と管理」、および第 11 章
「Cisco IPICS データベースのバックアップ操作と復元操作」を参照してください。

システム管理者が行う大部分の作業には、Administration Console の 
[Configuration] トレイと [Administration] トレイからアクセスできます。これら

のトレイにアクセスするには、Administration Console にログインし（ログイン

方法については「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）を参照）、

[Configuration] トレイまたは [Administration] トレイを選択します。

（注） これらのトレイにアクセスするには、システム管理者ロールが割り当てられてい

る必要があります。

次の各項では、Cisco IPICS Administration Console から実行できるシステム管

理者作業について説明します。

• 「PTT チャネルとチャネル グループの管理」（P.2-2）

• 「ロケーションの管理」（P.2-41）

• 「マルチキャスト プールの管理」（P.2-51）
2-1
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• 「RMS の管理」（P.2-59）

• 「インシデントの管理」（P.2-76）

• 「ライセンスの管理」（P.2-85）

• 「アクティブなユーザの表示」（P.2-94）

• 「アクティビティ ログの管理」（P.2-100）

• 「ops ビューごとのアクティビティ ログの管理」（P.2-106）

• 「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）

• 「IDC バージョンの管理」（P.2-124）

• 「IDC アラート トーンの管理」（P.2-129）

• 「IDC インストーラの管理」（P.2-136）

• 「IDC 領域の管理」（P.2-138）

[Ops Views] ウィンドウでの操作ビュー管理の詳細については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

[Database Management] ウィンドウでデータベースのバックアップと復元の操作

を管理する方法の詳細については、第 11 章「Cisco IPICS データベースのバッ

クアップ操作と復元操作」を参照してください。

PTT チャネルとチャネル グループの管理
PTT チャネル（「チャネル」とも呼ばれる）は、ユーザが相互に通信できる通信

パスです。Cisco IPICS チャネルは、コンテンツ ソースにかかわらず、該当の

チャネルの特定のコンテンツ ストリームを定義して記述します。チャネル接続は

コンテンツ ストリームを識別するもので、ロケーションによって決定されます。

チャネルは VTG、Land Mobile Radio（LMR; 陸上移動無線）ゲートウェイ、

IDC、および IP Phone の間でトラフィックを伝送します。リモート IDC ユーザ

はユニキャスト SIP 接続を使用してチャネルに接続し、さらに RMS コンポーネ

ントに接続できます。

チャネルは、オーディオ ストリームを扱う無線制御インターフェイス（無線ま

たは無線チャネル）を指すこともあります。Cisco IPICS での無線管理の詳細に

ついては、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」を参照してください。
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チャネル グループは、PTT チャネルの論理グループです。チャネル グループを

使用すると、Cisco IPICS ディスパッチャは複数の PTT チャネルと効率的に連携

できるようになります。たとえば、VTG を設定するときに PTT チャネルを一度

に 1 つずつドラッグするのではなく、Cisco IPICS ディスパッチャはグループ内

で関連付けされたすべてのチャネルをチャネル グループとしてドラッグして移

動できます。PTT チャネルは、必要な数のチャネル グループに配置できます。

Cisco IPICS システム管理者は、次のような PTT チャネル タスクとチャネル グ
ループ管理タスクを実行できます。

チャネル管理タスク

• 「PTT チャネルの追加」（P.2-7）

• 「チャネルの詳細の表示と編集」（P.2-8）

• 「PTT チャネルのステータスの変更」（P.2-21）

• 「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）

• 「ops ビューへの PTT チャネルの関連付け」（P.2-25）

• 「PTT チャネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）

• 「PTT チャネルへの無線制御信号の関連付け」（P.2-28）

• 「チャネルの関連付けの表示」（P.2-29）

• 「PTT チャネルの削除」（P.2-30）

チャネル グループ管理タスク

• 「チャネル グループの追加」（P.2-33）

• 「チャネル グループの詳細の表示と編集」（P.2-34）

• 「チャネル グループの関連付けの表示」（P.2-37）

• 「チャネル グループからの PTT チャネルの削除」（P.2-38）

• 「チャネル グループへの ops ビューの関連付け」（P.2-39）

• 「チャネル グループの削除」（P.2-41）

PTT チャネル管理タスクは、Administration Console の [Configuration] トレイ

にある [Channels] ウィンドウと [Channel Groups] ウィンドウで行います。これ

らのウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細については、

「[Channels] ウィンドウの概要」（P.2-4）および「[Channel Groups] ウィンドウ

の概要」（P.2-31）を参照してください。
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[Channels] ウィンドウの概要

[Channels] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した各チャネルについての情報

のリストが表示されます。

Cisco IPICS チャネルのリストと、各チャネルの全般的な情報については、この

ウィンドウの下部に表示されます。この領域には、デフォルトですべてのチャネ

ルが表示されますが、ウィンドウ上部で指定した検索条件を満たすチャネルだけ

を表示することもできます。

（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結果ページ

の 1 ページあたりに表示するチャネルの行数を指定できます。結果ページ間を移

動するには、ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、[Go] をクリックします。

このウィンドウを使用して、いくつかのチャネル管理機能を有効にすることもで

きます。[Channels] ウィンドウを表示するには、[Configuration] トレイにアク

セスし、[Channels] をクリックします。

表 2-1 を使用して、[Channels] ウィンドウの項目について説明します。
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表 2-1 [Channels] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

フィルタ

[Channel Name] フィー

ルド

このフィールドを使用すると、入力

した文字列を含むチャネル名だけが

表示されます（文字の大文字と小文

字は区別されません）。

チャネルの表示を制限したり、特

定のチャネルだけを表示するには、

フィルタ フィールドに検索条件を

入力し、[Go] をクリックします。

[Ops View] ドロップダウ

ン リスト

このフィールドを使用すると、関連

付けられた ops ビューが選択条件に一

致するチャネルだけが表示されます。

[Go] ボタン このボタンをクリックすると、選択

したフィルタに応じてチャネルが表

示されます。

[Clear Filter] ボタン このボタンをクリックすると、フィ

ルタの選択が削除され、チャネルの

空のリストが表示されます。

もう一度 [Channels] をクリックする

と、すべてのエントリのリストが表

示されます。

チャネル情報

[Channel Name] フィー

ルド

このフィールドには、チャネルに割

り当てられている一意の識別子が表

示されます。

「チャネルの詳細の表示と編集」

（P.2-8）および「PTT チャネルの追

加」（P.2-7）を参照してください。

[Ops View] フィールド チャネルが属する ops ビューが表示さ

れます。

「ops ビューへの PTT チャネルの

関連付け」（P.2-25）を参照してく

ださい。

[Secure] フィールド チャネルがセキュリティで保護され

ているかどうかが示されます。

「チャネルの詳細の表示と編集」

（P.2-8）を参照してください。

[VTG] フィールド チャネルが Virtual Talk Group
（VTG; 仮想トーク グループ）で許可

されているかどうかが示されます。

「チャネルの詳細の表示と編集」

（P.2-8）および「PTT チャネルの追

加」（P.2-7）を参照してください。

[Users] フィールド チャネルをユーザに関連付けて、IDC 
や IP Phone などのすべてのエンドポ

イントに影響を及ぼすことができる

かどうかが示されます。
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[Channel Status] フィー

ルド

チャネルが有効であるか、無効であ

るか、アクティブであるかが示され

ます。

「PTT チャネルのステータスの変

更」（P.2-21）を参照してくださ

い。

[Prompt] フィールド 該当のチャネルで音声ユーザ名のプ

ロンプトが録音されるかどうかが示

されます。

このプロンプトは、ユーザが 
Cisco IPICS テレフォニー ユーザ イ
ンターフェイスにログインすると再

生されます。

[Prompt] カラムでユーザの [Not 
Recorded] または [Recorded] リンク

をクリックして、音声ユーザ名プロ

ンプトを録音できます。[Prompt] カ
ラムでリンクをクリックすると、

[Spoken Names] ウィンドウが表示さ

れます。

第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エ
ンジンの設定と管理」を参照して

ください。

[Add] ボタン このボタンをクリックすると、

Cisco IPICS に新しいチャネルが追加

されます。

「PTT チャネルの追加」（P.2-7）を

参照してください。

[Delete] ボタン このボタンをクリックすると、指定

したチャネル（複数可）が削除され

ます。

「PTT チャネルの削除」（P.2-30）
を参照してください。

[Change Status] ドロップ

ダウン リスト

有効または無効にするオプションを

選択し、チャネルのステータスを変

更します。

「PTT チャネルのステータスの変

更」（P.2-21）を参照してくださ

い。

[Associations] ボタン このボタンをクリックすると、指定

したチャネルの関連付けが表示され

ます。

「PTT チャネルへのユーザの関連

付け」（P.2-26）、「チャネルの関連

付けの表示」（P.2-29）および

「PTT チャネルへの無線制御信号

の関連付け」（P.2-28）を参照して

ください。

表示コントロール

表 2-1 [Channels] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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PTT チャネルの追加

PTT チャネルを追加すると、Cisco IPICS で利用できるようになります。

PTT チャネルを追加する前に、「ロケーションの追加」（P.2-49）の説明に従っ

て、ロケーションを設定してください。

新しいチャネルを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィン

ドウに移動します。

ステップ 2 [Channels] ウィンドウで、[Add] をクリックします。

新規チャネル用の [General] タブが開きます。

ステップ 3 「チャネルの詳細の表示と編集」（P.2-8）の手順を実行します。

ステップ 4 第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」の説明に従って、[Ops Views] 
フィールドに適切な情報を入力します。

このフィールドはオプションです。

ステップ 5 [Save] をクリックすると、現在のウィンドウを終了せずにチャネルを追加でき

ます。

[Rows per page] ドロッ

プダウン リスト

チャネル リストの 1 ページに表示す

るチャネルの行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を

参照してください。

[Page] フィールド 特定のページのチャネルを表示します。

[|<] （ 初のページ）ボ

タン

チャネル リストの 初のページを表

示します。

[<] （前のページ）ボタ

ン

チャネル リストの前のページを表示

します。

[>] （次のページ）ボタ

ン

チャネル リストの次のページを表示

します。

[>|] （ 後のページ）ボ

タン

チャネル リストの 後のページを表

示します。

表 2-1 [Channels] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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チャネルを追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

チャネルの詳細の表示と編集

どのチャネルについても、その情報を表示し、編集できます。

チャネルの詳細を表示または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 [Channel Name] カラムで、情報を表示または変更するチャネルへのリンクをク

リックします。

選択したチャネルの [General] タブが表示されます。このウィンドウには、対象

チャネルの全般的な情報が表示されます。表 2-2 を使用して、[General] タブの

フィールドについて説明します。

（注） IDC やダイヤル エンジンなどのエンドポイントが表 2-2 に記載されてい

る属性をサポートしない場合、その属性は [Channels] ウィンドウの 
[General] タブに表示されません。
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表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド

フィールド 説明

チャネル情報

Name このフィールドには、チャネルの名前が表示されます。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の文

字を含めることができます。" .  , – ' # ( ) / : _ "

PTT チャネルを適切に表す、一意に認識できる名前を

選択します。多くの場合、そのチャネルを使用する組

織や部門に応じて、または地理的な領域に応じて PTT 
チャネルに名前を指定すると識別しやすくなります

（たとえば、Fire Department、North Area など）。

（注） IDC が表示できる文字数よりも長い名前を指

定すると、[Channel Name] に表示される名前

は切り詰められます。

Short Name このフィールドには、チャネルの短縮形の名前が表示

されます。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の文

字を含めることができます。" .  , _ ' # ( ) / : _ "
Description（オプショ
ン）

このフィールドには、チャネルの説明を入力できます。
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Secure Channel このドロップダウン リストを使用すると、このチャ

ネルがセキュリティで保護されているかどうかを指定

できます。

このフィールドは参照用で、ネットワークでのチャネ

ルの設定を反映するように設定する必要があります。

この設定を変更しても、チャネルのセキュリティ設定

には影響しません。

（注） チャネルがアクティブな VTG に参加している

場合、アクティブな IDC ユーザがこのチャネ

ルに関連付けられている場合、またはユーザ

が IP Phone（PSTN 電話）を使用してこの

チャネルをアクティブにした場合、この

フィールドは読み取り専用として表示されま

す。このフィールドを編集できるようにする

には、チャネルを無効にするか、チャネルが

参加している VTG を非アクティブにします。

Allow association to 
users

このチェックボックスを使用すると、このチャネルを

すべての Cisco IPICS ユーザが利用できるようにする

かどうかを指定できます。このオプションを使用し

て、特定のチャネルがユーザに関連付けられることを

避けることができます。

ユーザへの関連付けを許可しないように設定されてい

る（属性チェックボックスがオンになっていない）

チャネルは、[User] ウィンドウでユーザが利用できる

ようには表示されず、IDC で使用できません。チャネ

ルの [Association] ウィンドウの [User] タブは表示さ

れません。

（注） 以前にユーザに関連付けられていたチャネル

を、ユーザに関連付けないようにチャネル ス
テータスを変更した場合は、Cisco IPICS によ

り、自動的にユーザからチャネルの関連付け

が削除されます。このチェックボックスは、

チャネルを作成したときはデフォルトでオン

になっています。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Allow use in VTGs このチェックボックスを使用すると、チャネルが 
VTG に参加できるリソースであるかどうかを指定で

きます。

この設定を使用して、特定のチャネルが VTG に含ま

れないようにできます。たとえば、別のユーザと対話

する IDC ユーザは、他のユーザの受話器が生成するす

べてのコール プログレス トーンを聴取してフィード

バックできます（無線チャネルが利用可能な場合）。

このチャネルには、このようなタイプのプログレス 
トーンを割り当てることができます。ただし、トーン

が中断されることがあるため、大規模なユーザ グルー

プが存在する VTG にはこのタイプのチャネルを追加

できません。したがって、このチャネルを作成すると

きは、VTG での使用を許可しないことになります。

VTG での使用を許可しないように設定されている

（属性チェックボックスがオンになっていない）チャ

ネルは、[VTG Management] ウィンドウで VTG のリ

ソース領域には表示されず、VTG で使用できません。

ただし、[User] ウィンドウおよび [User Groups] ウィ

ンドウでは、チャネルはユーザやユーザ グループに

関連付けできるように表示されます。

VTG で使用できないようにチャネルを変更しても、

そのチャネルが参加している現在の VTG ではアク

ティブなまま残ります。ただし、そのチャネルは他の 
VTG に参加できません。

（注） この属性は、チャネルを作成したときはデ

フォルトでオンになっています。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
2-11
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Status（表示専用） このフィールドには、次のいずれかのチャネル状態が

表示されます。

• Active：チャネルはアクティブな VTG で使用さ

れています。

• Enabled：チャネルは使用できる状態になってお

り（チャネルは VTG に接続可能）、IDC クライア

ントはそのチャネルを使用できます。

• Disabled：チャネルは使用されておらず、IDC ク
ライアントはそのチャネルを使用できません（グ

レー表示されています）。チャネルは VTG に接続

できません。チャネルで接続の属性を変更するこ

とはできます。

メディア接続割り当て

Type このフィールドでは、対応するロケーションから接続

するときに、Cisco IPICS およびデバイスがこのチャ

ネルへの接続に使用する接続タイプを指定します。

ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプ

ションを選択します。

• Multicast：マルチキャスト接続タイプを選択する

場合は、その接続タイプのロケーション、アドレ

ス、およびポートを設定する必要があります。

• Radio：無線デバイス タイプを選択する場合は、

ドロップダウン リストから特定の無線を選択し、

その無線接続に使用するチャネル セレクタを選択

する必要があります。

トーン制御無線を 1 つ以上設定し、1 つのトーン

制御無線に対して 1 つ以上のチャネル セレクタを

有効に設定すると、無線のオプションが表示され

ます。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Location [Type] ドロップダウン リストからマルチキャスト接続

タイプを選択すると、このフィールドが表示されます。

同じロケーションに関連付けられているチャネルや

ユーザには、1 つのマルチキャスト ネットワーク境界

内で到達可能となります。したがって、同じマルチ

キャスト ドメイン内に存在するユーザも、同じ 
Cisco IPICS ロケーションに存在することになりま

す。リモートの SIP ベースのユーザは、マルチキャス

ト ユーザと同じロケーションには存在しません。リ

モート ユーザの接続は、そのユーザに関連付けられ

ている各チャネルまたは各 VTG の SIP ベースのユニ

キャスト接続を使用して、適切な RMS との接続を確

立することで行われます。

（注） チャネルは、ロケーション内のマルチキャス

ト アドレスおよびポートにマッピングされる

ことにより、メディア接続を実現します。1 
つのチャネルを複数のロケーションに割り当

てることができます。この場合、1 つのチャ

ネルに複数のメディア接続が存在することに

なります。[Serviceability] > [Dashboard] ウィ

ンドウに表示されるメディア接続数は、メ

ディア接続の総数を表します。[Dashboard] 
ウィンドウの詳細については、「ダッシュボー

ド ウィンドウでの情報の表示」（P.12-2）を参

照してください。

各ロケーションでユーザがチャネルにアクセスできる

ようにネットワークが設定されている場合は、この値

を [All] に設定します。

ロケーションを設定する方法の詳細については、「ロ

ケーションの管理」（P.2-41）を参照してください。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Address [Type] ドロップダウン リストからマルチキャスト接続

タイプを選択すると、このフィールドが表示されます。

このフィールドには、対応するロケーションでのマル

チキャスト アドレス（このチャネルへの接続に使用

されるアドレス）を指定します。

（注） マルチキャスト IP アドレスは、239.192.0.0 
～ 239.251.255.255 の範囲で設定することを

強くお勧めします。詳細については、「Cisco 
IPICS で IP マルチキャスト アドレスを使用す

る場合のガイドライン」（P.2-54）を参照して

ください。

同じロケーションにある 2 つのチャネルに同じマルチ

キャスト アドレスを設定できません。ロケーション

の詳細については、「ロケーションの管理」（P.2-41）
を参照してください。

Port [Type] ドロップダウン リストからマルチキャスト接続

タイプを選択すると、このフィールドが表示されます。

このフィールドには、対応するロケーションでのマル

チキャスト アドレス ポート番号（このチャネルへの

接続に使用される番号）を指定します。

（注） この値は、21000 ～ 65534 の範囲内の偶数に

する必要があります。Cisco IPICS では、

21000 未満または奇数のポート番号を設定で

きません。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Codec このドロップダウン リストを使用すると、この接続

に使用されるコーデック（G.711 または G.729）を選

択できます。

Cisco Unified IP Phone ユーザが接続を使用できるよ

うにする場合、または接続が VTG の一部である場合

は、G.711 を使用します。

IDC ユーザが接続を使用できるようにする場合は、

G.711 または G.729 を使用します。G.729 では、トラ

ンスコーディングに Digital Signal Processor（DSP; 
デジタル シグナル プロセッサもあり）リソースが必

要になります。

（注） チャネルに関連付けられているユーザが 
IP Phone または IDC にログインしている場合

は、コーデックおよびメディア接続の属性は

編集できません。

コーデックの詳細については、『Solution Reference 
Network Design (SRND)』（ 新バージョン）を参照

してください。

Radio [Type] ドロップダウン リストから無線デバイスのタ

イプを選択すると、このドロップダウン リストが表

示されます。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
2-15
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Channel Selector [Type] ドロップダウン リストから無線デバイスのタ

イプを選択すると、このフィールドが表示されます。

ドロップダウン リストからチャネル セレクタを選択

します。

（注） 同じチャネル セレクタを使用して、同じ無線

に複数のチャネル設定はできません。ただし、

1 台の無線に複数の無線接続を設定すること

は可能です。つまり、無線では、同じコンテ

ンツに対して複数の制御シーケンスを設定す

るように調整できます。無線の詳細について

は、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管

理」を参照してください。

各チャネルには、無線でブロードキャストするために

必要なシグナリング（無線）トーンのセットを設定で

きます。ユーザがチャネルに関連付けられると、その

チャネルに定義されているシグナリング トーンは、

IDC で利用可能になります。

ヒント チャネル セレクタを定義するときは、ユーザ
がチャネル上で実行すると考えられるさまざ
まなアクションを検討してください（無線の
調整や無線伝送の開始など）。これらのアク
ションに基づいて、ユーザがチャネルのボタ
ンを押してアクションを起動したときに無線
に送信されるコマンドが決定されます。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS 
Dispatch Console User Guide』を参照してください。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
Ops ビュー

Belongs To このドロップダウン リストを使用すると、このチャ

ネルを関連付ける ops ビューを選択できます。詳細に

ついては、「ops ビューへの PTT チャネルの関連付け」

（P.2-25）を参照してください。

（注） チャネルを ops ビューに関連付けるには、

SYSTEM ops ビューを使用する必要があります。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照して

ください。

Accessible To このドロップダウンを使用すると、このチャネルから

アクセス可能な ops ビューを選択できます。ops 
ビューをチャネルに関連付ける方法の詳細について

は、「ops ビューへの PTT チャネルの関連付け」

（P.2-25）を参照してください。

（注） このオプションは、チャネルを保存した後に

だけ表示されます。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照して

ください。

[Edit] ボタン このボタンをクリックすると、このチャネルから他の 
ops ビューにアクセスできるようになります。

（注） このボタンをクリックしても、Cisco IPICS に
設定されているその他の ops ビューは表示さ

れません。

詳細については、「ops ビューへの PTT チャネルの関

連付け」（P.2-25）を参照してください。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照して

ください。

表 2-2 [Channels] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
ステップ 3 このチャネルの IDC の詳細を表示するには、[IDC] タブをクリックします。

選択したチャネルの [IDC] タブが表示されます。このウィンドウには、選択し

たチャネルの IDC 情報が表示されます。表 2-3 を使用して、[IDC] タブの

フィールドについて説明します。

表 2-3 [Channels] ウィンドウの [IDC] タブにあるフィールド

フィールド 説明

IDC
RX Mute During 
PTT

このチャネルの IDC での受信消音機能の設定は、次の

値により制御します。

• None：このチャネルで PTT が使用されている場合、

このチャネルはトラフィックを受信しても消音され

ません。

• All：このチャネルで PTT が使用されている場合、

着信するオーディオ トラフィックはすべてのリソー

スで消音されます。

• Channel：このチャネルで PTT が使用されている場

合、着信するオーディオはこのチャネルでだけ消音

されます。この値がデフォルトです。

Enable Voice 
Activity Detection 
(VAD)

Cisco IPICS で VAD を有効にした場合、IDC はこの

チャネルで音声パケットを検出したときに音声トラ

フィックの送信だけを行います。

チャネルでこの属性を true に設定する（属性チェック

ボックスをオンにする）と、チャネルとの通信中、

VAD は IDC によって使用されます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボッ

クスはオフ）に設定されています。

Allow Latch チャネルで true に設定する（属性チェックボックスを

オンにする）と、ユーザはラッチを使用してチャネルに

ロックインできます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボッ

クスはオフ）に設定されています。

Listen Only true に設定する（属性チェックボックスをオンにする）

と、ユーザは聞くことはできますが、話すことはできま

せん。
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
ステップ 4 チャネルの関連付けを表示するには、[Channels] ウィンドウでチャネルを選択

し、ウィンドウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

ステップ 5 チャネルの関連付けを表示するには、[Associations] ウィンドウで次のいずれか

の操作を行います。

• [Users] タブをクリックする：このタブには、このチャネルに関連付けられ

ている Cisco IPICS ユーザが表示されます。

このチャネルに現在関連付けられているユーザが表示されます。[Users] 
ウィンドウには、チャネルに関連付けられている各ユーザの情報が表示され

ます。

表 2-4 を使用して、[Users] ウィンドウの項目について説明します。

Channel Color この属性は、色付きタグを指定するものです。ドロップ

ダウン リストから選択できます。

この設定により、チャネルに表示される背景テキストに

あらかじめ定義された色を使用して、特定のチャネルを

識別できるようになります。ドロップダウン リストの

オプションを選択して色を設定できます。

（注） チャネルに色付きタグを使用しない場合は、ド

ロップダウン リストから [Not colored] を選択し

ます。

Channel Region ドロップダウン リストから、IDC でこのチャネルを表

示させる領域を選択します。

IDC 領域の詳細については、「IDC 領域の管理」

（P.2-138）を参照してください。

表 2-3 [Channels] ウィンドウの [IDC] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明

表 2-4 [Users] ウィンドウの項目

項目 説明

[User Name] フィールド ユーザに割り当てられた一意の識別名を

指定します。

[Last Name] フィールド ユーザの姓を指定します。

[First Name] フィールド ユーザの名を指定します。
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
（注） ユーザの関連付けの値がカスタマイズ可能な値として設定されている場

合、上付き文字 (1) が付加されます。関連付け属性動作の詳細について

は、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照してください。

「PTT チャネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）の手順を実行して、チャネ

ルにその他のユーザを関連付けることができます。

• [Virtual Talk Group] タブをクリックする：このタブには、このチャネルが

参加している VTG が表示されます。

• [Signals] タブをクリックする：このタブでは、信号をチャネルに関連付け

ることができます。

詳細については、「PTT チャネルへの無線制御信号の関連付け」（P.2-28）を

参照してください。

ステップ 6 [Users] タブでは、ユーザの IDC ステータスを変更できます。対象ユーザの横に

表示されるチェックボックスをオンにします。

[Change End Device Status] ドロップダウン リストがアクティブになります。

（注） [Change End Device Status] ドロップダウン リストは、ユーザ名の横に表

示されるチェックボックスを 1 人以上のユーザに対してオンにした場合に

限り、有効になります。チェックボックスをオンにしないと、[Change 
End Device Status] ドロップダウン リストはグレー表示されます。

[Status] フィールド ユーザが有効か無効かを示します。

関連付け属性

[Latchable] フィールド ユーザが遠端デバイスのチャネルにラッ

チ（ロックイン）できるかどうかを指定

します。

[Disable Audio] フィールド 遠端デバイスでオーディオが無効になっ

ているかどうかを指定します。

[Listen Only] フィールド チャネル上で聴取だけを許可され、伝送

はできないユーザの場合、このフィール

ドを使用します。

表 2-4 [Users] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明
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    PTT チャネルとチャネル グループの管理
ステップ 7 [Change End Device Status] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプ

ションを選択します。

• Allow Latch：ユーザはチャネルにラッチ（ロックイン）できます。

• Disallow Latch：ユーザはチャネルにラッチできません。

• Set Listen Only：ユーザはチャネルで聴取はできますが、伝送はできません。

• Unset Listen Only：ユーザはチャネルで聴取と伝送のどちらも行うことがで

きます。

• Enable Audio：オーディオは有効です。

• Disable Audio：オーディオは無効です。

（注） Cisco IPICS サーバのいずれかのロケーションで [Disable Audio] 機能を

選択すると、ユーザのすべての遠端デバイス（IDC、IP Phones）（ただ

し、無線を除きます）でオーディオが無効になります。

PTT チャネルのステータスの変更

Cisco IPICS では、[Channels] メイン ウィンドウまたは各チャネルの設定ウィン

ドウを使用して、チャネルのステータス（有効 /無効）を変更できます。

チャネルのステータスは、IDC、IP Phone、およびダイヤルイン ユーザがチャ

ネルを利用できるかどうかや、チャネルが VTG に接続できるかどうかに影響し

ます。チャネルが無効な場合は、VTG に接続できません。

また、チャネルは [Active] ステータスになっていることがあります。Cisco 
IPICS では、システム内でアクティブな VTG により使用中のチャネルが、自動

的にこのステータスに設定されます。チャネルが [Active] ステータスの場合は、

参照している VTG を非アクティブにするか、またはチャネルを無効化しない

と、そのメディア接続割り当てを変更できません。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Dispatch Console User 
Guide』を参照してください。

チャネルは、有効または無効として設定できます。

1 台のチャネルのステータスを変更することも、一度に複数台のチャネルのス

テータスを変更することもできます。
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現在のステータスを確認するには、[Configuration] トレイにアクセスし、

[Channels] をクリックして、チャネルの [Status] カラムに表示される情報を参照

します。

[Channels] メイン ウィンドウからチャネルのステータスを変更するには、次の

手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [Channel Name] カラムでチャネルへのリンクをクリックし、チャネルの設

定ウィンドウを表示します。[Enable] または [Disable] をクリックし、

[Save] をクリックします。

チャネル設定ウィンドウ下部に [Enable] または [Disable] ボタンが表示され

ます。表示されるボタンは、チャネルの現在のステータスによって異なりま

す。

• [Channels] ウィンドウで、ステータスを変更するチャネルの横に表示される

チェックボックスをオンにし、[Change Status] ドロップダウン リストから

目的のオプション（[Enable] または [Disable]）を選択します。

関連付け属性動作の概要

ユーザ、チャネル、VTG には、その動作を制御する属性があります。これらの

リソースには、同じ属性動作が設定されることがあります。そのため、チャネル

をユーザに、またはユーザを VTG に関連付けると、関連付けた各リソースに対

してその属性をどのように設定するかによって、結果としての IDC の動作がシ

ステムによって判断されます。関連付け属性動作の例については、「ユーザと

チャネル間の関連付け設定の例」（P.2-23）を参照してください。

Cisco IPICS では、特定の関連付けの 終的な動作をオーバーライドできます。

関連付けに含まれるチャネル属性またはユーザ属性を変更する場合、 終的な動

作は、関連付けでのユーザの属性設定によって異なります。通常、関連付けの一
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部になっているリソースに対する属性の変更は、対象のリソースと、そのリソー

ス内の関連付けに適用されます。関連付けの一部ではないリソースの場合、その

属性の設定はそれぞれ異なることがあります。

次の項では、ユーザ、チャネル、および VTG の関連付けを設定したときの期待

されるシステム動作について、例を挙げて説明します。

関連付けの一部でもあるチャネル、ユーザ、または VTG の属性に変更を加えた

場合、その動作はオーバーライド ステータスに応じて異なります。関連付けが

オーバーライドされないと、オーバーライドを削除するように求められます。関

連付け属性動作について、次に例を挙げて説明します。

（注） 「ユーザとチャネル間の関連付け設定の例」（P.2-23）に示す例は、ユーザと 
VTG の関連付けにも該当します。

ops ビューをチャネルに関連付ける方法については、「PTT チャネルへのユーザ

の関連付け」（P.2-26）を参照してください。

ユーザとチャネル間の関連付け設定の例

次の例では、Cisco IPICS オペレータおよびシステム管理者が実行できる、ユー

ザとチャネル間の関連付け設定シナリオについて説明します。

• ユーザ A はラッチできます（[Allow Latch] 属性チェックボックスがオンに

なっています）。

• チャネル A はラッチできません（[Allow Latch] チェックボックスがオンに

なっていません）。

• Cisco IPICS オペレータが、ユーザ A をチャネル A に関連付けます。

この関連付けの結果、ユーザ A は IDC でチャネル A にラッチできなくなり

ます。サーバ側では、この関連付けの [Allow Latch] 属性はユーザとチャネ

ルのいずれも [No] として表示されています（[Associations] タブの 
[Latchable] カラム）。

（注） この関連付けでラッチを許可するようにユーザとチャネルの両方で 
[Allow Latch] 設定に同じ値を設定する必要があるため、このような動作

になります。この例では、[Allow Latch] の値は [Yes] にする必要があり

ます。
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• [Channels] > [IDC] ウィンドウで [Allow Latch] チェックボックスをオンに

することで、チャネルの [Allow Latch] 属性を変更できるように、すべての

ユーザがチャネル A にラッチできるようにします。関連付け設定はカスタ

マイズされていないため、Cisco IPICS により、自動的にユーザ A とチャネ

ル A 間の関連付けが更新されます。IDC では、この関連付けでこのチャネ

ルにラッチできるように更新が行われます。

• オペレータがチャネル A へのラッチを許可しないようにするには、

[Association] タブ（チャネル A）に移動してすべてのユーザを選択し、

[Change End Device Status] をオンにして、[Allow Latch] メニュー項目を

選択します。

Cisco IPICS は、この属性をカスタマイズされた値としてマークします。

（注） ユーザとチャネルのいずれも、[Associations] タブの [Latchable] カラム

の横に上付き文字 (1) が表示されます。この上付き文字は、値がカスタ

マイズされたこと（関連付けの属性の以前の値がオーバーライドされた

こと）を示しています。

IDC を更新すると、この関連付けのユーザはチャネル A にラッチできなく

なります。

• すべてのユーザがチャネル A にラッチできるように、チャネルの [IDC] タ
ブにある [Allow Latch] チェックボックスをオンにします。この関連付けは

カスタマイズされた値としてマークされているため、この操作を行うと、

ラッチのカスタム IDC 設定がオーバーライドされることを知らせるメッ

セージが表示されます。

メッセージに対して [OK] をクリックすると、オーバーライドが削除され、

IDC のこの関連付けでチャネル A にラッチできるようになります。

特定のチャネル属性の詳細については、「チャネルの詳細の表示と編集」（P.2-8）
を参照してください。

ユーザまたは ops ビューへのチャネルの関連付けの詳細については、「PTT チャ

ネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）を参照してください。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』
を参照してください。
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ops ビューへの PTT チャネルの関連付け

チャネルの各ウィンドウの [General] タブで、チャネルを ops ビューに関連付け

ることができます。チャネルを ops ビューに関連付けると、対象の ops ビューに

属しているユーザがそのチャネルを参照できるようになります。

ops ビューの [Accessible To] 属性と [Belongs To] 属性の詳細については、第 7 
章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

チャネルを ops ビューに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 [Channel Name] カラムで、ops ビューにアクセスできるようにするチャネルへ

のリンクをクリックします。

ステップ 3 [General] タブで、[Ops View] ペインに表示される [Edit] ボタンをクリックしま

す。

[Ops View to Channel Association] ウィンドウに、次の情報が表示されます。

• Available Ops Views：このチャネルへのアクセスを可能にする ops ビュー

• Associated Ops Views：このチャネルが現在アクセスできる ops ビュー

ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• リスト間で ops ビューを移動するには、ops ビューをクリックして強調表示

し、[>] または [<] をクリックするか、ops ビューをダブルクリックします。

• リスト間で一度に複数の ops ビューを移動するには、Shift キーまたは Ctrl 
キーを押しながら ops ビューをクリックし、[>] または [<] をクリックします。

• リスト間で一度にすべての ops ビューを移動するには、[>>] または [<<] を
クリックします。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

選択した ops ビューが、チャネルの各ウィンドウの [Accessible To:] フィールド

に表示されます。

ステップ 6 このチャネルが属する ops ビューを変更するには、[Belongs To:] ドロップダウ

ン リストから ops ビューを選択します。
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ステップ 7 [Save] をクリックします。

PTT チャネルへのユーザの関連付け

[Associations] ウィンドウでは、特定ユーザをチャネルに関連付けることができ

ます。チャネルをユーザに関連付けると、選択したチャネルは、Cisco IPICS で
使用するように設定されている IDC または Cisco Unified IP Phone にオプショ

ンとして表示されます。

チャネルが現在関連付けられている ops ビューを確認するには、[Configuration] 
トレイにアクセスし、[Channels] をクリックして、チャネルの [Ops View] カラ

ムに表示される情報を参照します。

（注） この操作は、ユーザが Cisco IPICS にすでに追加されている場合に限り、行うこ

とができます。

チャネルに関連付けられている ops ビューに属するシステム管理者とオペレータ

は、[Allow in association to users] および [Allow use in VTGs] のチェックボッ

クスがオンになっているときは、他のユーザをチャネルに関連付けたり、チャネ

ルを VTG に追加したりできます。詳細については、「PTT チャネルの追加」

（P.2-7）を参照してください。

ユーザをチャネルに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、ユーザの関連付けを行うチャネルの 
[Associations] ウィンドウを表示します。

• [Channel Name] カラムでチャネルへのリンクをクリックし、各タブの下部

に表示される [Associations] ボタンをクリックします。

• チャネルの [Channel Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、

[Channels] ウィンドウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。
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（注） チャネルを選択していないか、複数のチャネルを選択していると、

[Associations] ボタンはグレー表示されます。

[Associations] ウィンドウで、[Users] タブを選択していることを確認します。

このタブには、チャネルに関連付けられているユーザのリスト、各ユーザのス

テータス、ユーザが使用しているデバイスの属性についての情報が表示されます。

ステップ 3 [Add] をクリックします。

[Search Users] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、次のフィルタを

使用して条件を選択することで、チャネルに関連付けるユーザを検索できます。

• [User Name] フィールド：ユーザのユーザ名を指定します。

• [First Name] フィールド：ユーザの名を指定します。

• [Last Name] フィールド：ユーザの姓を指定します。

• [Location] ドロップダウン リスト：ロケーションのリストから選択します。

ロケーションを設定する方法の詳細については、「ロケーションの管理」
（P.2-41）を参照してください。

• [Role] ドロップダウン リスト：Cisco IPICS ロールのリストから選択します。

• [Ops View] ドロップダウン リスト：ops ビューのリストから選択します。

ステップ 4 ユーザを検索するには、検索条件を入力し、[Go] をクリックします。条件をク

リアするには、[Clear Filter] をクリックします。

（注） Cisco IPICS 内のすべてのユーザを表示するには、検索条件を指定せず

に [Go] ボタンをクリックします。

検索条件の結果がリストに表示されます。

ステップ 5 チャネルに関連付けるユーザを選択するには、ユーザ名の左側にあるチェック

ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

選択したユーザが [Users] タブのユーザ リストに表示されます。

ステップ 6 ユーザの遠端デバイスのステータスを変更するには、「チャネルの詳細の表示と

編集」（P.2-8）のステップ 7を参照してください。

ステップ 7 このチャネルの関連付けからユーザを削除するには、ユーザの左側にあるチェッ

クボックスをオンにし、[Delete] をクリックします。
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ステップ 8 チャネルが参加している VTG を表示するには、[Virtual Talk Group] タブをク

リックします。

VTG にチャネルが参加している場合は、VTG 名とステータスが表示されます。

PTT チャネルへの無線制御信号の関連付け

チャネルの [Associations] ウィンドウでは、特定の無線制御機能をチャネルに関

連付けることができます。信号をチャネルに関連付けると、信号が実行する特定

の機能が、そのチャネルの IDC にオプションとして表示されます。

各チャネルは、1 つまたは複数の信号に関連付けることができます。チャネルに

関連付けられているユーザは、IDC から信号を送信できます。

無線（別のタイプのトーン制御デバイスなど）に関連付けられていないチャネル

に、信号を関連付けることができます。たとえば、Cisco IPICS PTT チャネル

に、無線ではないトーン制御デバイス（ゲートをオープンするデバイスなど）に

接続されている LMR ゲートウェイを備えることができます。このタイプのデバ

イスは、トーンを解釈し、特定のアクションを実行できます。

IDC が RFC 2833 信号や RFC 2198 信号を再生すると、LMR ゲートウェイはこ

れらの信号（この例では、オープン ゲート信号）を検出し、オーディオに変換

します。このオーディオが、ゲートをオープンするデバイスに送信され、アク

ティブ化がトリガーされます。このシナリオには、無線は出現しません。デバイ

スは、LMR ゲートウェイ上で E&M インターフェイスに直接接続されます。

特定のチャネルに限定できないアラート トーンとは異なり、信号を特定のチャ

ネルに直接関連付けることができます。この柔軟性により、表示を制御したり、

適切なチャネルに対して信号を再生したりできます。

信号をチャネルに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、ユーザの関連付けを行うチャネルの 
[Associations] ウィンドウを表示します。

• [Channel Name] カラムでチャネルへのリンクをクリックし、各タブの下部

に表示される [Associations] ボタンをクリックします。
2-28
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    PTT チャネルとチャネル グループの管理
• チャネルの [Channel Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、

[Channels] ウィンドウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） チャネルを選択していないか、複数のチャネルを選択していると、

[Associations] ボタンはグレー表示されます。

ステップ 3 [Associations] ウィンドウで、[Signals] をクリックします。

このタブには、チャネルに関連付けられている信号のリストが表示されます。こ

のリストには、短縮形の名前、説明、信号の発信場所も含まれます。

ステップ 4 [Add] をクリックします。

[Search Signals] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、チャネルに

関連付けるその他の信号を検索できます。

ステップ 5 信号を追加するには、信号の名前の左側にあるチェックボックスをオンにし、

[OK] をクリックします。

ステップ 6 このチャネルの関連付けから信号を削除するには、信号の名前の左側にある

チェックボックスをオンにし、[Delete] をクリックします。

ステップ 7 チャネルが参加している VTG を表示するには、[Virtual Talk Group] タブをク

リックします。

VTG にチャネルが参加している場合は、VTG 名とステータスが表示されます。

ステップ 8 チャネルに関連付けられているユーザを表示するには、[Users] タブをクリック

します。

ユーザをチャネルに関連付ける方法については、「PTT チャネルへのユーザの関

連付け」（P.2-26）を参照してください。

チャネルの関連付けの表示

次の手順により、チャネルの関連付けを表示できます。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。
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ステップ 2 チャネルの関連付けを表示するには、次のいずれかの操作を行います。

• [Channel Name] カラムでチャネルへのリンクをクリックし、各タブの下部

に表示される [Associations] ボタンをクリックします。

• [Channel Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Channels] 
ウィンドウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） チャネルを選択していないか、複数のチャネルを選択していると、

[Associations] ボタンはグレー表示されます。

ステップ 3 [Associations] ウィンドウで次のいずれかのタブをクリックして、チャネルの関

連付けを表示できます。

• Users：このチャネルに関連付けられているユーザを表示したり、このチャ

ネルに他のユーザを関連付けることができます。

（注） チャネルに他のユーザを関連付ける方法については、「PTT チャネルへ

のユーザの関連付け」（P.2-26）を参照してください。

• Virtual Talk Group：このチャネルが参加している VTG を表示できます。

• Signals：このチャネルに関連付けられている無線信号を表示したり、この

チャネルに他の信号を関連付けることができます。

（注） チャネルに他の信号を関連付ける方法については、「PTT チャネルへの

無線制御信号の関連付け」（P.2-28）を参照してください。

PTT チャネルの削除

不要になった PTT チャネルは、Cisco IPICS から削除できます。1 台のチャネル

を削除することも、一度に複数台のチャネルを削除することもできます。

チャネルを削除するには、次の手順を実行します。
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（注） この手順を実行すると、チャネルは VTG による使用中であっても削除されます。

使用中のチャネルを削除すると、そのチャネルはただちに使用不能になります。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 削除するチャネルの横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

チャネルを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

[Channel Groups] ウィンドウの概要

[Channel Groups] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した各チャネル グループ

についての情報がリストされます。

Cisco IPICS チャネル グループのリストと、各チャネル グループの全般的な情

報については、このウィンドウの下部に表示されます。この領域には、デフォル

トですべてのチャネル グループが表示されますが、ウィンドウ上部で指定した

検索条件を満たすチャネル グループだけを表示することもできます。

（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結果ページ

の 1 ページあたりに表示するチャネル グループの行数を指定できます。結果

ページ間を移動するには、ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、[Go] をク

リックします。

このウィンドウでは、チャネル グループについて一部の管理機能を実行するこ

ともできます。

[Channel Groups] ウィンドウを表示するには、[Configuration] トレイにアクセ

スし、[Channel Groups] をクリックします。
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表 2-5 を使用して、[Channel Groups] ウィンドウのフィールドについて説明し

ます。

表 2-5 [Channel Groups] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明 参照先

フィルタ

[Name] フィールド 入力した文字列を含むチャネル 
グループ名だけが表示されます

（文字の大文字と小文字は区別さ

れません）。

チャネル グループの表示を制限

したり、特定のチャネル グルー

プだけを表示するには、フィル

タ フィールドに検索条件を入力

し、[Go] をクリックします。[Ops View] ドロップダウン リス

ト

関連付けられた ops ビューが選

択条件に一致するチャネル グ
ループだけが表示されます。

[Go] ボタン 指定したフィルタに応じて、

チャネル グループが表示されま

す。

[Clear Filter] ボタン フィルタの選択を削除し、チャ

ネル グループの空のリストが表

示されます。

チャネル グループ情報

[Channel Group Name] フィール

ド

チャネル グループに割り当てら

れている名前が表示されます。

「チャネル グループの詳細の表

示と編集」（P.2-34）および

「チャネル グループからの PTT 
チャネルの削除」（P.2-38）を参

照してください。

[Ops View] フィールド チャネル グループが属する ops 
ビューが表示されます。

「チャネル グループへの ops 
ビューの関連付け」（P.2-39）を

参照してください。

[Add] ボタン Cisco IPICS に新しいチャネル 
グループを追加できます。

「チャネル グループからの PTT 
チャネルの削除」（P.2-38）を参

照してください。[Copy] ボタン 新しいチャネル グループを追加す

るときに、既存のチャネル グルー

プから情報をコピーできます。

[Delete] ボタン チャネル グループを削除できま

す。

「チャネル グループの削除」

（P.2-41）を参照してください。
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チャネル グループの追加

チャネル グループを使用すると、チャネルを編成できます。ロケーション（た

とえば、South Area Fire Department PTT チャネル）や機能（たとえば、

Maintenance PTT チャネル）に基づいてチャネル グループを作成し、名前を指

定すると便利です。

チャネル グループを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

[Associations] ボタン チャネル グループの 
[Associations] ウィンドウを表

示します。

「チャネル グループへの ops 
ビューの関連付け」（P.2-39）お

よび「チャネル グループの関連

付けの表示」（P.2-37）を参照し

てください。

表示コントロール

[Rows per page] ドロップダウン 
リスト

チャネル グループ リスト ペー

ジに表示するチャネル グループ

の行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）
を参照してください。

[Page] フィールド 特定のページにあるチャネル グ
ループを表示します。

[|<] （ 初のページ）ボタン チャネル グループ リストの 初

のページを表示します。

[<] （前のページ）ボタン チャネル グループ リストの前の

ページを表示します。

[>] （次のページ）ボタン チャネル グループ リストの次の

ページを表示します。

[>|] （ 後のページ）ボタン チャネル グループ リストの 後

のページを表示します。

表 2-5 [Channel Groups] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明 参照先
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ステップ 2 [Channel Groups] ウィンドウで、次のいずれかの操作を行います

• 空白の [New Channel Groups] ウィンドウにチャネル グループを追加するに

は、[Add] をクリックします。

• 既存のチャネル グループをコピーするには、既存のチャネル グループの横

に表示されるチェックボックスをオンにし、[Copy] をクリックします。

（注） 既存のチャネル グループを選択していないか、既存チャネル グループを

複数選択していると、[Copy] ボタンはグレー表示されます。

[New Channel Groups] ウィンドウが表示されます。[Copy] をクリックすると、

既存のチャネル グループに関する情報（チャネル グループ名は除きます）がこ

のウィンドウに表示されます。

ステップ 3 [General] タブで、「チャネル グループの詳細の表示と編集」（P.2-34）の説明に

従ってチャネル グループの情報を入力します（操作はステップ 3 から開始しま

す）。

（注） これらのすべてのタスクを、ここで実行する必要はありません。大部分

の情報は、後で入力または更新できます。

ステップ 4 [Save] をクリックすると、現在のウィンドウを終了せずにチャネル グループを

追加できます。

チャネル グループを追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

チャネル グループを VTG に関連付ける方法の詳細については、「VTG の管理」

（P.5-2）を参照してください。

チャネル グループの詳細の表示と編集

Cisco IPICS ネットワークでは、どのチャネル グループについても、情報を表示

し、編集できます。新しいチャネル メンバーをチャネル グループに追加するこ

ともできます。

新しいチャネル グループを追加する方法については、「チャネル グループの追

加」（P.2-33）を参照してください。
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チャネル グループ詳細の表示や編集、チャネル メンバーの追加を行うには、次

の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Channel Group Name] カラムで、情報を表示または変更するチャネル グループ

へのリンクをクリックします。

チャネル グループの [General] タブが表示されます。このウィンドウには、対象

チャネル グループの全般的な情報が表示されます。

ステップ 3 チャネル グループの全般的な情報を表示または更新するには、[General] タブを

クリックします。表 2-6 を使用して、[General] タブのフィールドについて説明

します。

表 2-6 [Channel Groups] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド

フィールド 説明

チャネル グループ情報

Channel Group 
Name

チャネル グループの一意の名前です。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の文字

を含めることができます。" .  , – ' # ( ) / : _ "
Description オプション。チャネル グループの説明です。

Ops ビュー

Belongs To このチャネル グループを関連付ける ops ビューの名前

です。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してく

ださい。
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ステップ 4 このチャネル グループに関連付けられているメンバーを表示または更新するに

は、[Members] をクリックします。表 2-7 を使用して、[Members] タブの

フィールドについて説明します。

Accessible To このチャネル グループにアクセスできる ops ビューの

名前です。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してく

ださい。

[Edit] ボタン このボタンをクリックすると、ops ビューがチャネル グ
ループに関連付けられます。詳細については、「チャネ

ル グループへの ops ビューの関連付け」（P.2-39）を参

照してください。

（注） チャネル グループを ops ビューに関連付けるに

は、SYSTEM ops ビューを使用する必要があり

ます。

表 2-7 [Channel Groups] ウィンドウの [Member] タブにあるフィールド

フィールド 説明

Channel Name チャネル メンバーの名前を指定します。

Ops View チャネル メンバーが属する ops ビューを指定します。

Secure チャネル メンバーがセキュア チャネルとして設定

されているかどうかを示します。

VTG チャネルが VTG で使用されるように設定されてい

るかどうかを示します。

Users チャネルがユーザに関連付けられているかどうかを

示します。

Channel Status チャネルが有効であるか無効であるかを示します。

表 2-6 [Channel Groups] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 5 チャネル グループに他のチャネル メンバーを追加するには、[Add] ボタンをク

リックします。

[Search Channels] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、次のフィ

ルタを使用して条件を選択することで、メンバーとして追加するチャネルを検索

できます。

• [Name] フィールド：チャネル名を入力できます。

• [Ops View] ドロップダウン リスト：ops ビューのリストから選択できます。

ステップ 6 チャネルを検索するには、検索条件を入力し、[Go] をクリックします。条件を

クリアするには、[Clear Filter] をクリックします。

（注） Cisco IPICS 内のすべてのチャネルを表示するには、検索条件を指定せ

ずに [Go] ボタンをクリックします。

検索結果がリストに表示されます。

ステップ 7 チャネル グループにメンバーとして追加するチャネルを選択するには、チャネ

ル名の左側にあるチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

選択したチャネルは、[Members] タブのチャネル メンバー リストに表示されま

す。

現在のチャネル グループの関連付けを表示する方法については、「チャネル グ
ループの関連付けの表示」（P.2-37）を参照してください。

チャネル グループの関連付けの表示

チャネル グループの関連付けを表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Channel Group Name] カラムで、関連付けを表示するチャネル グループへのリ

ンクをクリックします。

チャネル グループの [General] タブが表示されます。
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ステップ 3 現在のチャネル グループの関連付けを表示するには、次のいずれかの操作を行

います。

• チャネル グループ名のチェックボックスをオンにし、[Associations] ボタン

をクリックします。

• チャネル グループのリンクをクリックし、[Associations] ボタンをクリック

します。

表 2-8 を使用して、[Associations] ウィンドウのフィールドについて説明します。

チャネル グループからの PTT チャネルの削除

チャネル グループから PTT チャネルを削除すると、そのチャネルはチャネル グ
ループのメンバーではなくなります。チャネル グループから PTT チャネルを削

除しても、そのチャネル自体が Cisco IPICS から削除されるわけではありませ

ん。また、そのチャネルが属する他のチャネル グループから削除されるわけで

もありません。

チャネル グループから PTT チャネルを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

表 2-8 [Associations] ウィンドウの [Virtual Talk Group] タブ

フィールド 説明

VTG Name このチャネル グループが関連付けられている VTG 
です。

Status 関連付けられている VTG のステータスです。次の

いずれかが示されます。

• Active：チャネル グループはアクティブな 
VTG に参加しています。

• Idle：チャネル グループは非アクティブな 
VTG のメンバーです。
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ステップ 2 [Channel Group Name] カラムで、チャネルを削除するチャネル グループへのリ

ンクをクリックします。

チャネル グループの [General] タブが表示されます。

（注） チャネル グループの関連付けを表示するには、[Associations] ボタンを

クリックします。

ステップ 3 [Members] タブをクリックします。

ステップ 4 チャネル グループから削除する各チャネルの左側にあるチェックボックスをオ

ンにします。

ステップ 5 [Delete] をクリックします。

ヒント このチャネル グループからすべてのチャネルを削除するには、チャネル 
リストの上部にあるチェックボックスをオンにし、[Delete] をクリック

します。

チャネル グループにチャネル メンバーを追加する方法については、「チャネル 
グループの詳細の表示と編集」（P.2-34）を参照してください。

チャネル グループへの ops ビューの関連付け

[Channel Groups] ウィンドウを使用して、特定の ops ビューをチャネル グルー

プに関連付けることができます。ops ビューをチャネル グループに関連付ける

と、該当する ops ビューに属しているユーザがそのチャネル グループを参照で

きるようになります。

ops ビューの [Accessible To] 属性と [Belongs To] 属性の詳細については、第 7 
章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

チャネル グループが現在関連付けられている ops ビューを確認するには、

[Configuration] トレイにアクセスし、[Channel Groups] をクリックして、チャ

ネル グループの [Ops View] カラムに表示される情報を参照します。

ops ビューをチャネル グループに関連付けるには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Channel Group name] カラムで、ops ビューに関連付けるチャネル グループを

クリックします。

ステップ 3 [Ops View] ペインの [General] タブで、[Edit] ボタンをクリックします。

[Ops View to Channel Group Association] ウィンドウに、次の情報が表示されま

す。

• Available Ops Views：このチャネル グループへのアクセスを可能にする ops 
ビュー

• Associated Ops Views：このチャネル グループが現在アクセスできる ops 
ビュー

ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• リスト間で ops ビューを移動するには、ops ビューをクリックして強調表示

し、[>] または [<] をクリックするか、ops ビューをダブルクリックします。

• リスト間で一度に複数の ops ビューを移動するには、Shift キーまたは Ctrl 
キーを押しながら ops ビューをクリックし、[>] または [<] をクリックします。

• リスト間で一度にすべての ops ビューを移動するには、[>>] または [<<] を
クリックします。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

チャネル グループに ops ビューを関連付けない場合は、[Cancel] をクリックし

ます。

選択した ops ビューが、チャネル グループの各ウィンドウの [Accessible To:] 
フィールドに表示されます。

ステップ 6 このチャネル グループが属する ops ビューを変更するには、[Belongs To:] ド
ロップダウン リストから ops ビューを選択します。

ステップ 7 [Save] をクリックします。
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チャネル グループの削除

チャネル グループを削除すると、そのチャネル グループは Cisco IPICS で利用

できなくなります。チャネル グループを削除しても、そのチャネル グループに

含まれるチャネルには影響しません。

チャネル グループを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Channel Groups] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 削除する各チャネルの横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

チャネル グループを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ロケーションの管理
Cisco IPICS では、Cisco IPICS 配置内のマルチキャスト ドメインを定義すると

きにはロケーションを使用します。マルチキャスト ドメインは、マルチキャス

ト ネットワーク境界内で到達可能なマルチキャスト アドレスで構成されます。

この実装により、Cisco IPICS サーバはユーザ ロケーションに基づいて適切なマ

ルチキャスト アドレスを割り当てることができます。

2 人以上のユーザが同じマルチキャスト ネットワーク（またはドメイン）に接続

されている場合、これらのユーザは同じロケーションに位置しますが、必ずしも

物理的に同じ場所にいるとは限りません。2 人以上のユーザが同じロケーション

に位置し、同じマルチキャスト チャネルを使用している場合、これらのユーザ

は追加のリソースの設定を行うことなく、互いに通信できます。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「定義済みの Cisco IPICS ロケーション」（P.2-42）

• 「ロケーションの関連付け」（P.2-43）
2-41
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    ロケーションの管理
• 「アクセス タイプおよび接続の一覧」（P.2-47）

定義済みの Cisco IPICS ロケーション

Cisco IPICS では、個々のロケーションに名前を割り当てられるだけでなく、

ALL と REMOTE という 2 つの定義済みロケーションも使用できます。

ALL ロケーションはネットワーク境界がないことを表します。つまり、ALL ロ
ケーションが指定されたチャネルの場合、関連付けられたマルチキャスト アド

レスには IPICS 配置内にネットワーク境界がないことを意味します。ALL は、

定義済みのすべてのロケーションの総数を指します。

（注） ALL は、マルチキャスト アドレスの範囲または到達可能性を定義します。その

ため、ALL ロケーションは、マルチキャスト アドレスに関連付けられるチャネ

ルおよび VTG には適用されますが、マルチキャスト アドレスに関連付けられな

い IP 電話および RMS コンポーネントには適用されません。Cisco IPICS サーバ

は、ALL ロケーションに指定されたチャネルまたは VTG に関連付けられている

マルチキャスト アドレスは、どのマルチキャスト ロケーションにも到達可能で

あることを前提としています。ただし、この前提が常に正しいというわけではあ

りません。

• ALL ロケーションが指定されているチャネルは、ALL ロケーションが設定

されていない RMS コンポーネントを含め、どの RMS でも混合できます。

これは、すべての RMS が All ロケーションに関連付けられているマルチ

キャスト アドレスにパケットを送信できるからです。

• VTG マルチキャスト アドレスは、いずれも動的に割り当てられ、ALL ロ
ケーションに関連付けられるため、VTG は常に ALL ロケーションに関連付

けられます。

REMOTE ロケーションは IDC ユーザだけが使用できます。IDC ユーザが 
[Location] ドロップダウン リストから [REMOTE] ロケーションを選択すると、

そのユーザに割り当てられているチャネルまたは VTG ごとに、SIP ベースのユ

ニキャスト接続を介して、適切な RMS との接続が確立されます。

• IDC は、ユーザに関連付けられたチャネルごとに、チャネルと同じロケー

ションに定義されている RMS との SIP ベースのユニキャスト接続を確立し

ます。
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• VTG は常に ALL ロケーション内のマルチキャスト アドレスを使用するた

め、IDC は、ユーザに関連付けられた VTG ごとに任意の RMS との SIP 
ベースのユニキャスト接続を確立できます。

いずれの場合も、Cisco IPICS サーバは IDC 認証が成功した時点で RMS リソー

スを割り当てます。ログインしたユーザに追加のチャネルまたは VTG が割り当

てられると、直ちにサーバは各チャネルまたは VTG に必要な RMS リソースを

割り当てます。IDC ユーザがチャネルまたは VTG をアクティブにすると、IDC 
は適切な RMS に SIP コールを発信します。

（注） RMS には、デジタル信号 0（DS0）リソースが含まれています。このリソース

は、チャネルを VTG に接続（または VTG を VTG に接続）し、SIP ベースのユ

ニキャストを使用して IDC ユーザにアクセスするために使用されます。

ロケーションの関連付け

ロケーションの関連付けは、次のような Cisco IPICS リソースによって維持管理

されます。

• RMS：Cisco IPICS で使用するために設定した各 RMS は、ロケーションに

関連付ける必要があります。RMS がホストできるのは、その RMS と同じ

ロケーションまたは ALL ロケーションに割り当てられているチャネル リ
ソースだけです。RMS が ALL ロケーションに関連付けられている場合は、

ALL ロケーションに割り当てられているチャネル リソースだけをホストで

きることになります。このため、ALL ロケーションを RMS に割り当てない

ことをお勧めします。

• チャネル：チャネルは、1 つまたは複数のロケーションに関連付けることが

できます。ユーザをチャネルに関連付けると、そのユーザは、現在のユーザ 
ロケーションに関連付けられているチャネルの設定に割り当てられます。

RMS リソースのユーザを 小限に抑えるため、可能であれば、SIP でのマ

ルチキャスト通信を使用したユーザ アクセスが推奨されます。

指定された設定に基づいて利用できるアクセスについて、次に例を挙げて説

明します。

設定：

– チャネル 1 は Alpha ロケーションと Bravo ロケーションに定義されてい

ます。

– チャネル 2 は Delta ロケーションに定義されています。
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– チャネル 3 は ALL ロケーションに定義されています。

– ユーザ 1 は VTG X のメンバーです。

– ユーザ 1 は チャネル 1、2、3 と VTG X に割り当てられています。

例 1：IDC ユーザ 1 の Cisco IPICS へのログイン（Alpha ロケーションを

使用）

– ユーザ 1 は、Alpha ロケーションのチャネル 1 に割り当てられているマ

ルチキャスト アドレスを経由してチャネル 1 にアクセスします。

– チャネル 2 はユーザ 1（Alpha）の現在のロケーションに含まれていな

いため、サーバは Delta ロケーションにある RMS リソースを割り当て

て SIP ベースの接続を提供します。

– チャネル 3 は ALL ロケーションに定義されているため、サーバは、

ユーザ 1 のチャネル 3 へのマルチキャスト アクセスを可能にします。

– VTG X は、VTG の定義により、ALL ロケーションに定義されていま

す。そのため、サーバは、ユーザ 1 の VTG X へのマルチキャスト アク

セスを可能にします。

例 2：IDC ユーザ 1 の Cisco IPICS へのログイン（Delta ロケーションを使

用）

– チャネル 1 は Delta ロケーションに含まれていないため、サーバは 
Alpha ロケーションと Bravo ロケーションのいずれかにある RMS リ
ソースを割り当てて、チャネル 1 への SIP ベースの接続を提供します。

– チャネル 2 は Delta ロケーションに含まれているため、サーバはマルチ

キャスト アクセスを可能にします。

– チャネル 3 は ALL ロケーションに定義されているため、サーバは、

ユーザ 1 のマルチキャスト アクセスを可能にします。

– VTG X は ALL ロケーションに定義されているため、サーバは、ユーザ 
1 のマルチキャスト アクセスを可能にします。

例 3：IDC ユーザ 1 の Cisco IPICS へのログイン（REMOTE ロケーショ

ンを使用）

– チャネル 1、2、3 および VTG X はすべて、サーバがこの接続に RMS 
リソースを割り当てることを要求します。

– チャネル 1 は、サーバが Alpha ロケーションと Bravo ロケーションのい

ずれかの RMS リソースを割り当てることを要求します。

– チャネル 2 は、サーバが Delta ロケーションの RMS リソースを割り当

てることを要求します。
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– チャネル 3 と VTG X はいずれも、ALL ロケーションに定義されていま

す。

• VTG：VTG は、常に ALL ロケーションに割り当てられています。VTG に
割り当てた各チャネルは、1 つの RMS リソースを使用します。

• IDC：ログイン プロセスにおいて、IDC ユーザは現在のロケーションと 
REMOTE ロケーションのいずれかを選択します。

ユーザが REMOTE ロケーションを選択すると、サーバはユーザが割り当て

られたすべてのチャネルと VTG を、SIP ベースのアクセス用に設定します。

この場合、サーバはチャネルと VTG に対し、それぞれ 1 つの RMS リソー

スを割り当てる必要があります。チャネルの設定で指定されているロケー

ションでサーバが使用するリソースが十分でないと、IDC ユーザにはチャネ

ルを利用できないことを知らせるメッセージが通知されます。

ユーザが REMOTE 以外のロケーションを選択すると、指定のロケーション

と同じロケーションに設定した各チャネルと、ALL ロケーションに設定し

たすべてのチャネルに対し、サーバはダイレクト マルチキャスト アクセス

を割り当てます。

（注） サーバは、REMOTE ロケーションでマルチキャスト接続を使用して直

接アクセスできないチャネルについて考慮します。Cisco IPICS により、

割り当てられたいずれかのチャネルに RMS リソースが割り当てられる

のはこのためです。

• IP Phone：Cisco Unified IP Phone は、マルチキャスト接続だけをサポート

します。Cisco IPICS で IP Phone を使用するには、ダイヤル ログイン デ
フォルト ロケーションと同じロケーションを割り当てる必要があります。

ユーザが Cisco IPICS にログインすると、サーバは、設定されたデフォルト 
ロケーションを IP Phone ユーザに割り当てます （この場合、ロケーション

に対してユーザを選択することはありません）。IP Phone ユーザがアクセス

できるのは、デフォルト ロケーションに関連付けられたチャネルだけです

（割り当てられた VTG にもアクセスできます）。設定されたデフォルト ロ
ケーションが ALL ロケーションであると、IP Phone ユーザは ALL ロケー

ションに割り当てられたチャネルだけにアクセスできるようになります。こ

のため、ALL ロケーションを IP Phone ユーザのデフォルト ロケーションと

して割り当てないことをお勧めします。
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• ダイヤルイン /ダイヤルアウト ユーザ：ユーザがテレフォニー ユーザ イン

ターフェイス（TUI）にアクセスするとき、ユーザはユニキャスト通信を使

用して Cisco IPICS ダイヤル エンジンに接続します。ダイヤル エンジンを

使用すると、TUI ユーザは、そのユーザが関連付けられているすべての 
VTG またはチャネルに参加できます。

– ユーザがチャネルを選択すると、サーバは指定のチャネルを含む VTG 
を作成し、マルチキャスト プールにあるアドレスを VTG に割り当てま

す。この VTG では、サーバは TUI ユーザが選択したチャネルと同じロ

ケーションに設定された RMS を使用します。

– ユーザが VTG を選択すると、サーバは指定の VTG を含む VTG を作成

し、マルチキャスト プールにあるアドレスを VTG に割り当てます。こ

の VTG では、サーバはどの RMS でも使用できます。

いずれの場合も、サーバは TUI ユーザとダイヤル エンジン間のユニキャス

ト コール フローを確立します。ダイヤル エンジンは、マルチキャスト プー

ルから割り当てられたアドレスを使用してユニキャスト コール フローをマ

ルチキャストに変換します。このマルチキャスト トラフィックは、VTG が
アクティブになっている RMS に向かって流れます。VTG トラフィックが 
RMS に到達すると、ユーザが選択したチャネルまたは VTG に対するブ

リッジが作成されます。したがって、ダイヤル エンジンは ALL ロケーショ

ン、つまりマルチキャスト ドメインに存在することが必要です。

• RMS リソースの割り当て：適切な RMS コンポーネントが複数存在する場合、

Cisco IPICS は Least Recently Used（LRU; 近、 も使われていないもの）

アルゴリズムを使用してリソースの割り当てを行い、負荷を分散します。こ

のアルゴリズムがどのように機能するかについて、次に例を示します。

例 1：

– チャネル A は ALL ロケーションに定義されています。

– RMS 1 はロケーション 1 に定義されています。

– RMS 2 はロケーション 2 に定義されています。

チャネル A の RMS リソースを割り当てる必要がある場合、サーバはどの 
RMS が「 近、 も使われていない」かを判断し、適切な RMS にリソー

スを割り当てます。

例 2：

– チャネル B はロケーション 2 に定義されています。

– RMS 1 はロケーション 1 に定義されています。

– RMS 2 はロケーション 2 に定義されています。
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この例では、RMS 1 は別のロケーションに定義されているため、サーバは 
RMS 2 からリソースを割り当てます。

アクセス タイプおよび接続の一覧

表 2-9 に、Cisco IPICS のアクセス タイプと接続について一覧を示します。ロ

ケーションとの関連も示します。

表 2-9 Cisco IPICS アクセス タイプおよび接続

アクセス 接続タイプ 説明

IP Phone マルチキャスト

（すべての場合）

IP 電話ユーザが関連付けられた任意の VTG 
に接続できます。

ユーザ ダイヤル ログイン デフォルト ロケー

ションに定義されたロケーションと同じロ

ケーション内のチャネルであれば、IP 電話

ユーザが関連付けられた、どのチャネルにも

接続できます。

ダイヤルイン ダイヤル エン

ジンへのユニ

キャスト

（すべての場

合）

ダイヤルイン ユーザが関連付けられた任意の

チャネルまたは VTG に接続できます。

IDC
（リモート ロ
グイン）

ユニキャスト すべてのチャネルおよび VTG が適切な RMS 
へのユニキャスト コールです。

IDC
（非リモート 
ログイン）

マルチキャスト ユーザが関連付けられ、ユーザがログイン時

に選択したロケーションと同じロケーション

に設定されたチャネルであれば、どのチャネ

ルにもマルチキャストで接続できます。

ユーザが関連付けられた任意の VTG に接続

できます。

IDC
（非リモート 
ログイン）

ユニキャスト ログイン時に選択されたロケーションとは異

なるロケーションに設定された任意のチャネ

ルに接続できます。
2-47
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    ロケーションの管理
次の項では、実行可能なロケーション関連の管理タスクに関する追加情報を提示

します。

• 「[Locations] ウィンドウの概要」（P.2-48）

• 「ロケーションの追加」（P.2-49）

• 「ロケーションの表示または編集」（P.2-49）

• 「ロケーションの削除」（P.2-50）

[Locations] ウィンドウの概要

[Locations] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した各ロケーションについての

情報のリストが表示されます。このウィンドウでは、ロケーションについて一部

の管理機能を実行することもできます。

[Locations] ウィンドウを表示するには、Administration Console から 
[Configuration] > [Locations] リンクに移動します。

（注） デフォルトで、ロケーション名はアルファベット順に表示されます。

表 2-10 を使用して、[Locations] ウィンドウの項目について説明します。

表 2-10 [Locations] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

[Location Name] フィー

ルド

ロケーションに割り当て

られている名前を指定し

ます。

「ロケーションの表示ま

たは編集」（P.2-49）を

参照してください。

[Add] ボタン Cisco IPICS に新しいロ

ケーションを追加できま

す。

「ロケーションの追加」

（P.2-49）を参照してく

ださい。

[Delete] ボタン ロケーションを削除しま

す。

「ロケーションの削除」

（P.2-50）を参照してく

ださい。
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ロケーションの追加

必要に応じて、ロケーションを Cisco IPICS に追加できます。これを行うには、

次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Locations] ウィンドウに移動

します。

ステップ 2 ロケーションを追加するには、[Add] をクリックします。

ステップ 3 [Location Name] フィールドに、ロケーションの名前を入力します。

ロケーションには英数字、スペース、および次の中の任意の文字を含めることが

できます（., – ' # ( ) / : _）。

（注） IDC が表示できる文字数よりも長い名前を指定すると、[Location 
Name] に表示される名前は切り詰められることがあります。

ヒント 意味のあるロケーション名を割り当てるようにしてください。

ステップ 4 [Save] をクリックします。

このロケーションを追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ロケーションの表示または編集

Cisco IPICS に設定されたロケーションを表示し、編集できます。

ロケーションを表示または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Locations] ウィンドウに移動

します。
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ステップ 2 [Location Name] カラムで、表示または編集するロケーションへのリンクをク

リックします。

選択したロケーションのウィンドウが表示されます。

ステップ 3 目的に応じてロケーションを表示または編集し、[Save] をクリックします。

ヒント ロケーションには英数字、スペース、および次の中の任意の文字を含め

ることができます（., – ' # ( ) / : _）。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ロケーションを追加する方法の詳細については、「ロケーションの追加」

（P.2-49）を参照してください。ロケーションを削除する方法の詳細については、

「ロケーションの削除」（P.2-50）を参照してください。

ロケーションの削除

不要になったロケーションは削除できます。

チャネルに関連付けられているロケーションや、ユーザのデフォルト ロケー

ションとして設定されているロケーションは削除できません。このような場合

は、ロケーションを削除する前に、チャネルとロケーションの関連付けを解除す

るか、ユーザに別のデフォルト ロケーションを設定する必要があります。

また、ALL ロケーションや REMOTE ロケーションは削除できません。

Cisco IPICS からロケーションを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Locations] ウィンドウに移動

します。

ステップ 2 削除するロケーションの横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。
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このロケーションを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

マルチキャスト プールの管理
Cisco IPICS では、マルチキャスト アドレスはマルチキャスト プールに格納さ

れます。VTG をアクティブにすると、Cisco IPICS によって、対象の VTG に対

してマルチキャスト プールから利用可能なマルチキャスト アドレスが割り当て

られます。

（注） マルチキャスト アドレスがマルチキャスト プールから動的に割り当てられるのは 
VTG に対してだけです。チャネルは、明示的に静的アドレスに設定されます。

VTG を非アクティブにすると、そのマルチキャスト アドレスは解放され、別の 
VTG が使用できるようになります。

（注） マルチキャスト プールに存在するマルチキャスト アドレスの数よりも多い数の 
VTG をアクティブにできません。

Cisco IPICS システム管理者は、次のようなマルチキャスト プール管理タスクを

実行できます。

• 「マルチキャスト アドレスの追加」（P.2-54）

• 「マルチキャスト アドレス情報の表示と編集」（P.2-56）

• 「マルチキャスト アドレスの削除」（P.2-58）

Cisco IPICS でマルチキャスト通信を使用するときは、「Cisco IPICS で IP マル

チキャスト アドレスを使用する場合のガイドライン」（P.2-54）に記載されてい

るガイドラインに従うことをお勧めします。

マルチキャスト プール管理タスクは、[Multicast Pool] ウィンドウで行います。

このウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細については、

「[Multicast Pool] ウィンドウの概要」（P.2-52）を参照してください。
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[Multicast Pool] ウィンドウの概要

[Multicast Pool] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した各マルチキャスト ア
ドレスについての情報がリストされます。このウィンドウでは、マルチキャスト 
プールについて一部の機能を実行することもできます。

（注） Cisco IPICS でマルチキャスト通信を使用するときは、「Cisco IPICS で IP マル

チキャスト アドレスを使用する場合のガイドライン」（P.2-54）に記載されてい

るガイドラインに従うことを強くお勧めします。

[Multicast Pool] ウィンドウを表示するには、[Configuration] トレイにアクセス

し、[Multicast Pool] をクリックします。

[Multicast Pool] ウィンドウでは、1 行に 1 つのマルチキャスト アドレスが表示

され、さまざまなカラムには関連情報が表示されます。情報は、デフォルトで、

マルチキャスト アドレスの昇順に表示されます。

 を使用して、[Multicast Pool] ウィンドウの項目について説明します。
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表 2-11 [Multicast Pool] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明 参照先

[Address] フィールド マルチキャスト アドレスとポートを指定

します。

「Cisco IPICS で IP マルチキャ
スト アドレスを使用する場合
のガイドライン」（P.2-54）を
参照してください。

[Location] フィールド このマルチキャスト アドレスに割り当て
られるロケーションを指定します。

ロケーション名には英数字、スペース、
および次の中の任意の文字を含めること
ができます（., – ' # ( ) / : _）。

「マルチキャスト アドレス情報

の表示と編集」（P.2-56）およ

び「マルチキャスト アドレス

の削除」（P.2-58）を参照して

ください。

ロケーションの詳細について

は、「ロケーションの管理」

（P.2-41）を参照してください。

[Status] フィールド このフィールドには、次のいずれかの値
が表示されます。

• Active：アドレスはアクティブなチャ
ネル /VTG/無線に割り当てられてい
ます。

• Idle：アドレスはアクティブなチャネ
ル /VTG/無線に割り当てられていま
せん。

[Connection Type] 
フィールド

このフィールドには、次のいずれかの値
が表示されます。

• Used by Channel：マルチキャスト ア
ドレスは PTT チャネルに割り当てら
れています。

• Used by VTG：アドレスは VTG で使
用するために予約されているか、VTG 
で使用されています。Cisco IPICS で
は、利用可能なマルチキャスト アドレ
スが自動的に VTG に割り当てられま
す。VTG が終了すると、そのアドレ
スは別の VTG で利用できるようにな
ります。

• Used by Radio：マルチキャスト アド
レスは無線に割り当てられています。

[Used By] フィールド マルチキャスト アドレスを使用している
アクティブなチャネル、VTG、または無
線の名前を指定します（該当する場合）。
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Cisco IPICS で IP マルチキャスト アドレスを使用する場合のガイドライン

Cisco IPICS でマルチキャスト通信を使用するときには、次のガイドラインに注

意してください。

IP マルチキャスト アドレスは、239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の範囲で設定す

ることを強くお勧めします。

• このアドレス範囲は、RFC 3171 で規定されている管理スコープ ブロックの

一部であり、ローカル ドメインで使用することを意図したものです。した

がって、このアドレス範囲では、既存のマルチキャスト ドメインとのアド

レス指定競合が発生しにくくなります。

• 詳細については、RFC 3171『Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 
Guidelines for IPv4 Multicast Address Assignment』および RFC 2365

『Administratively Scoped IP Multicast』を参照してください。

IP マルチキャスト アドレス指定の使用に関する詳細については、次の URL を参

照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/tsd_technology_support_protocol_home
.html

マルチキャスト アドレスの追加

マルチキャスト アドレスをマルチキャスト プールに追加すると、そのアドレス

はアクティブな VTG で使用できるようになります。

後でアドレスをチャネルに割り当てても、アクティブな VTG では使用できませ

ん。

[Add] ボタン このボタンをクリックすると、マルチ

キャスト アドレスが追加されます。

「マルチキャスト アドレスの追

加」（P.2-54）を参照してくだ

さい。

[Delete] ボタン このボタンをクリックすると、マルチ

キャスト アドレスが削除されます。

「マルチキャスト アドレスの削

除」（P.2-58）を参照してくだ

さい。

表 2-11 [Multicast Pool] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明 参照先
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マルチキャスト アドレスを追加する前に、「ロケーションの管理」（P.2-41）の説

明に従って、ロケーションを設定してください。

1 つまたは複数のマルチキャスト アドレスをマルチキャスト プールに追加する

には、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Multicast Pool] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

[New Multicast Pool] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Address] フィールドで、追加するマルチキャスト アドレスを入力します。

239 で開始する、有効なマルチキャスト アドレスを入力してください。

（注） アドレスは、239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の範囲で設定することを強

くお勧めします。詳細については、「Cisco IPICS で IP マルチキャスト ア
ドレスを使用する場合のガイドライン」（P.2-54）を参照してください。

ステップ 4 [Number of Address] フィールドに、Cisco IPICS で生成する IP アドレスの数を

入力します。

数字は 1 ～ 255 の範囲で入力できます。

Cisco IPICS はマルチキャスト アドレスのリストを生成し、そのリストをマルチ

キャスト プールに追加できます。この機能は、マルチキャスト アドレスを複数

追加する必要があるときに役立ちます。

Cisco IPICS でマルチキャスト アドレスのシーケンスを生成する場合、1 番目の

アドレスと、必要なアドレスの数を指定します。Cisco IPICS により、指定した

数のアドレス（指定した 1 番目のアドレスと追加のアドレス。追加のアドレスに

ついては 4 番目のオクテットが 1 ずつ増分されます）が返されます。一度に 大 
255 のマルチキャスト アドレス シーケンスを生成できます。

たとえば、5 つのアドレスを要求し、1 番目のアドレスとして 239.195.5.1 を指

定すると、Cisco IPICS によって次のようなアドレスのシーケンスが生成されま

す。

239.195.5.1
239.195.5.2
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239.195.5.3
239.195.5.4
239.195.5.5

（注） この方法でマルチキャスト アドレスを生成すると、各アドレスに指定し

たポート番号が Cisco IPICS によって割り当てられます。アドレス リス

トの生成後、アドレスの数やポートを変更できます。また、マルチキャ

スト プールで不要になったアドレスを削除できます。詳細については、

「マルチキャスト アドレスの削除」（P.2-58）を参照してください。

ステップ 5 [Port] フィールドに、このアドレスのポート番号を入力します。

この値は、21000 ～ 65534 の範囲内の偶数にする必要があります。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

このアドレスを追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ステップ 7 他のアドレスを追加する場合は、ステップ 3 ～ステップ 6 を繰り返します。

マルチキャスト アドレス情報の表示と編集

どのマルチキャスト アドレスについても、情報を表示できます。アドレスや

ポート番号を変更することもできます。この操作は [Multicast Pool] ウィンドウ

で行います。

マルチキャスト アドレス情報を表示または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Multicast Pool] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 マルチキャスト アドレスを表示または編集するには、表示または編集するマル

チキャスト アドレスをクリックします。

選択したマルチキャスト アドレスの [Multicast Address Pool Information] ウィ

ンドウが表示されます。

ステップ 3 情報を表示または更新します（情報については、表 2-12 を参照してください）。
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表 2-12 マルチキャスト アドレス詳細領域フィールド

フィールド 説明

Address マルチキャスト アドレスが表示されます。

アドレスを追加し、有効なマルチキャスト アドレスを

入力して、アドレスの 4 つのオクテットをすべて入力し

ます。各オクテットは、0 ～ 255 の範囲で指定します。

（注） アドレスは、239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の
範囲で設定することを強くお勧めします。詳細

については、「Cisco IPICS で IP マルチキャスト 
アドレスを使用する場合のガイドライン」

（P.2-54）を参照してください。

Port マルチキャスト アドレスに割り当てられたポート番号

が表示されます。

この値は、21000 ～ 65534 の範囲内の偶数にする必要が

あります。

（注） Cisco IPICS では、21000 未満または奇数のポー

ト番号は設定できません。

Connection Type
（表示専用）

次のいずれかの値が表示されます。

• Used by Channel：アドレスは PTT チャネルに割り

当てられています。

• Used by VTG：アドレスは VTG で使用するために

予約されているか、VTG で使用されています。

Cisco IPICS では、利用可能なマルチキャスト アド

レスが自動的に VTG に割り当てられます。VTG が
終了すると、そのアドレスは別の VTG で利用でき

るようになります。

• Used by Radio：アドレスは無線に割り当てられて

います。

Status（表示専用） 次のいずれかの状態が表示されます。

• Active：アドレスはアクティブなチャネル /VTG/無
線に割り当てられています。

• Idle：アドレスはアクティブなチャネル /VTG/無線

に割り当てられていません。
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ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

マルチキャスト アドレスの削除

不要になったマルチキャスト アドレスは削除できます。

（注） アクティブな VTG に割り当てられているマルチキャスト アドレスは削除できま

せん。アドレスを削除する前に、VTG を非アクティブにする必要があります。

また、チャネルに割り当てられているマルチキャスト アドレスも削除できませ

ん。この場合、アドレスを削除するには、チャネルを削除します。これにより、

マルチキャスト プールからマルチキャスト アドレスが自動的に削除されます。

Location（表示専
用）

このマルチキャスト アドレスに割り当てられているロ

ケーションが表示されます。

PTT チャネルのアドレスには、特定のロケーション

（ALL またはその他のロケーション名）が設定されま

す。このフィールドに表示されるロケーションにかかわ

らず、VTG には、チャネルを混合するために使用され

る RMS と同じマルチキャスト ドメインにあるチャネル

だけを含めることができます。ロケーションの詳細につ

いては、「ロケーションの管理」（P.2-41）を参照してく

ださい。

Used By（表示専用） マルチキャスト アドレスを使用しているアクティブな

チャネル、VTG、または無線の名前が表示されます

（該当する場合）。

Last Released（表示
専用）

後に解放されたマルチキャスト アドレスが表示され

ます。

表 2-12 マルチキャスト アドレス詳細領域フィールド （続き）

フィールド 説明
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マルチキャスト プールからマルチキャスト アドレスを削除するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Multicast Pool] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 削除する各マルチキャスト アドレスの横に表示されるチェックボックスをオン

にします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このアドレスを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

RMS の管理
RMS は、Cisco IPICS IDC が VTG にリモート接続できるようにするコンポーネ

ントです。このサービスは、ループバック機能を利用した複数の VTG のリモー

ト接続（結合）もサポートします。

（注） 以降で説明する RMS 管理手順を実行する前に、RMS を設定する必要がありま

す。詳細については、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」を参

照してください。

Cisco IPICS システム管理者は、次のような RMS 管理タスクを実行できます。

• 「RMS 詳細の表示と編集、RMS のアクティブ化 /非アクティブ化」（P.2-62）

• 「RMS の追加」（P.2-68）

• 「ループバックの表示と設定」（P.2-70）

• 「RMS の削除」（P.2-73）

• 「RMS 設定の管理」（P.2-74）
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RMS 管理タスクは、[Configuration] トレイにある [RMS] ウィンドウで行いま

す。このウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細については、

「[RMS] ウィンドウの概要」（P.2-60）を参照してください。

（注） Cisco IPICS では、RMS を完全に管理する機能は提供されません。Cisco IPICS 
で管理するのは、Cisco IPICS の音声サービスを設定するのに必要な音声固有の

パラメータだけです。

[RMS] ウィンドウの概要

[RMS] ウィンドウには、Cisco IPICS ネットワークで利用できる RMS コンポー

ネントがリストされます。このウィンドウでは、RMS 管理機能を実行すること

もできます。

[RMS] ウィンドウを表示するには、Administration Console から 
[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

[RMS] ウィンドウの [Routers] ペインには、Cisco IPICS ネットワークに設定さ

れた各 RMS の名前が表示されます。

RMS 設定の詳細については、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」

を参照してください。

表 2-13 を使用して、[RMS] ウィンドウの項目について説明します。
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表 2-13 [RMS] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

[RMS Name] フィールド RMS に割り当てられる一意の名前

を指定します。

「RMS 詳細の表示と編集、RMS の
アクティブ化 /非アクティブ化」

（P.2-62）および「RMS の追加」

（P.2-68）を参照してください。

ロケーション設定の詳細について

は、「ロケーションの管理」

（P.2-41）を参照してください。

[Location] フィールド この RMS がアクセスできるマルチ

キャスト アドレスが含まれるマルチ

キャスト ドメインを指定します。

[IP Address] フィールド ループバック インターフェイスの 
IP アドレスを指定します。

[Router Type] フィール

ド

RMS のモデル番号を指定します。

[Status] フィールド RMS が運用可能であるか、設定 /停
止 /非アクティブ化されているか、

または到達不可能であるかが示され

ます。

[Available] フィールド Cisco IPICS で使用できる DS0 の数

です。

「ループバックの表示と設定」

（P.2-70）を参照してください。

[In Use] フィールド Cisco IPICS で現在使用されている 
DS0 の数です。

[Reserved] フィールド Cisco IPICS 以外のシステム用に予

約されている DS0 の数です。

[In Error] フィールド 設定が不適切な DS0 の数です。

[Add] ボタン このボタンをクリックすると、RMS 
コンポーネントが追加されます。

「RMS の追加」（P.2-68）を参照し

てください。

[Delete] ボタン このボタンをクリックすると、RMS 
コンポーネントが削除されます。

「RMS の削除」（P.2-73）を参照し

てください。

[Configuration] ドロップ

ダウン リスト

RMS コンポーネントの設定情報を

マージ、更新、または表示できます。

「RMS 設定の管理」（P.2-74）を参

照してください。
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RMS 詳細の表示と編集、RMS のアクティブ化 /非アクティ
ブ化

Cisco IPICS ネットワークでは、どの RMS についても、その情報を表示し、編

集できます。RMS を非アクティブにすることもできます。非アクティブにした 
RMS は Cisco IPICS で利用できなくなり、到達不可能になります。これらのタ

スクは、[Edit Router Details] 領域で行います。

デフォルトでは、Cisco IPICS は RMS コンパレータ メカニズムを使用して、10 
分ごとに RMS をポーリングします。RMS コンパレータは RMS の設定に変更が

加えれられている場合、RMS の応答性をチェックします。RMS 設定に変更が加

えられており、これらの変更が Cisco IPICS サーバに反映されていない場合、

RMS コンパレータは設定を自動的に更新し、2 つのコンポーネントが同期化す

るようにします （[Administration] トレイの [Options] ウィンドウ内の [RMS 
Polling Frequency] フィールドに新しい値を入力して、ポーリング間隔を変更で

きます。詳細については、「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を参照

してください。

表示コントロール

[Rows per page] ドロッ

プダウン リスト

RMS コンポーネント リストの 1 
ページに表示する RMS コンポーネ

ントの行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を参

照してください。

[Page] フィールド 特定のページの RMS コンポーネン

トを表示します。

[|<] （ 初のページ）ボ

タン

RMS コンポーネント リストの 初

のページを表示します。

[<] （前のページ）ボタ

ン

RMS コンポーネント リストの前の

ページを表示します。

[>] （次のページ）ボタ

ン

RMS コンポーネント リストの次の

ページを表示します。

[>|] （ 後のページ）ボ

タン

RMS コンポーネント リストの 後

のページを表示します。

表 2-13 [RMS] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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ヒント RMS コンパレータ メカニズムは遅延に影響することがあるので、

[Administration] > [Options] ウィンドウに移動し、[Disable RMS Comparator] 
チェックボックスをオンにして、これを無効にできます。衛星リンクのように高

遅延帯域幅および低帯域幅で接続している場合は、このチェックボックスをオン

にする必要があります。RMS コンパレータを無効にするときは、RMS の設定を

マージし、ルータがサーバと同期されるようにしてください。RMS の設定を

マージする方法の詳細については、「RMS 設定の管理」（P.2-74）を参照してく

ださい。設定と構成の詳細については、『Solution Reference Network Design 
(SRND)』（ 新バージョン）を参照してください。

（注） RMS コンパレータを無効にすると、ネットワーク上の各ルータに影響します。

RMS 詳細の編集または表示

RMS のさまざまな情報を編集または表示できます。これを行うには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [RMS Name] カラムで、表示または変更する RMS へのリンクをクリックします。

選択した RMS の [General] タブが表示されます。

ステップ 3 RMS 情報を変更するには（名前の変更は除きます）、ループバックを設定する

か、DS0 を予約 /予約解除して、[Deactivate] をクリックします。

この操作により、Cisco IPICS で一時的に RMS を使用できなくなります。

ヒント 変更を加える前に、すべての RMS リソースが使用中でなくなるまで待

機してください。または、手動で、この RMS のリソースを使用してい

るチャネルを無効にするか、すべての VTG を非アクティブにします。

チャネルを無効にする方法の詳細については、「PTT チャネルのステー

タスの変更」（P.2-21）を参照してください。VTG を非アクティブにす

る方法の詳細については、「VTG のステータスの変更」（P.5-19）を参照

してください。
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ステップ 4 [General] タブの情報を表示または更新する方法については、表 2-14 を参照して

ください。

表 2-14 [RMS] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド

フィールド 説明

識別情報

Name RMS の名前を指定します。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の文字

を含めることができます（., – ' # ( ) / :）。
Location この RMS がアクセスできるマルチキャスト アドレスが

含まれるマルチキャスト ドメインを指定します。

RMS は、サービスを提供するチャネルが設定されてい

るのと同じロケーションに設定します。

ロケーションの詳細については、「ロケーションの管理」

（P.2-41）を参照してください。

Description RMS の説明を入力します。
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Status（表示専用） 次のいずれかのステータスが表示されます。

• Operational：RMS には少なくとも 1 つのループ

バックが設定されており、そのループバックは稼動

しています。

• Unconfigured：RMS にループバックは設定されて

いません。

• Stopping：RMS は非アクティブになっていますが、

少なくとも 1 つの DS0 が Cisco IPICS によって使

用されています。Cisco IPICS で音声ポートが使用

されなくなると、RMS のステータスは 
[Deactivated] になります。

（注） アクティブな VTG が存在するときに RMS を非

アクティブにしようとすると、RMS ステータス

は [Stopping] として表示されます。VTG を非ア

クティブにすると、RMS ステータスは 
[Deactivated] として表示されます。VTG を非ア

クティブにする方法については、「VTG のステー

タスの変更」（P.5-19）を参照してください。

• Deactivated：RMS は非アクティブ化され、DS0 は
使用されていません。

（注） [Deactivated] 状態のときだけ、RMS のユーザ

名、パスワード、マルチキャスト アドレス、ま

たはロケーションを変更できます。

• Unreachable：RMS に Cisco IPICS サーバから到達

できません。

ハードウェア設定

IP Address ループバック インターフェイスの IP アドレスを指定し

ます。

Host Name（表示専
用）

RMS のホスト名を指定します。

表 2-14 [RMS] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 5 [IP Address]、[User Name]、または [Password] フィールドの情報を変更した場

合は、ルータの設定アプリケーションを使用して、ルータでも同様の変更を行っ

てください。

ステップ 6 [Save] をクリックして変更を保存します。

保存せずに終了するには、[Cancel] をクリックします。

User Name Cisco IPICS が RMS へのアクセスに使用するユーザ名

を指定します。このユーザには、RMS での管理者特権

が必要です。

Password Cisco IPICS が RMS へのアクセスに使用するパスワー

ドを指定します。

Router Type（表示専
用）

RMS のモデル番号を指定します。

Controllers（表示専
用）

RMS での T1/E1 接続を表示します。かっこ内の数字

は、対応するコントローラのポート数です。

Loopbacks：（ループ

バック情報にアクセ

スするには、

[Loopbacks] タブを

クリックします）

物理的に接続されている 2 つのコントローラ間のマッピ

ングを指定します。

ループバックを変更するには、2 つの [Loopback] ド
ロップダウン リストから組み合わせるコントローラを

選択し、[Add] をクリックします。使用中のコントロー

ラはグレー表示されます。

設定された各ループバックは、この領域の下部付近のリ

ストに表示されます。ループバックについての情報を参

照するには、名前の横に表示される右矢印をクリックし

ます。

すべてのループバックについての情報を表示するには、

[Expand All] をクリックします。ループバックの展開

ビューを閉じ込むには、名前の横に表示される下矢印を

クリックします。すべてのループバックについての情報

を閉じこむには、[Collapse All] をクリックします。

詳細なループバック情報については、「ループバックの

表示と設定」（P.2-70）を参照してください。

表 2-14 [RMS] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 7 ルータを非アクティブにしている場合、[Activate] をクリックすると、再びアク

ティブ化されます。

RMS の情報を変更した場合、Cisco IPICS が変更内容を認識するまでには（デ

フォルトで） 大 10 分かかります。Cisco IPICS に変更内容を即座に認識させ

る方法については、「RMS 設定の管理」（P.2-74）を参照してください。

（注） Cisco IPICS が認識するのに要するデフォルトの時間を変更できます。これを行

うには、[Administration] > [Options] ウィンドウの [RMS Polling Frequency] 
フィールドに新しい値を入力します。詳細については、「Cisco IPICS オプショ

ンの管理」（P.2-108）を参照してください。

RMS の非アクティブ化 /アクティブ化

RMS を非アクティブ化すると、RMS は [Deactivated] 状態になり、アクティブ

化するまで Cisco IPICS では使用できなくなります。特定の変更を行うときには

（「RMS 詳細の編集または表示」（P.2-63）を参照）、RMS を非アクティブ化する

必要があります。

（注） Cisco IPICS で音声ポートを使用中であったり、アクティブな VTG が存在する

ときに RMS を非アクティブ化すると、RMS は [Stopping] 状態になります。い

ずれかの VTG がアクティブなときに RMS を非アクティブ化はできません。

ルータは、[Stopping] 状態のときに IDC SIP 接続を追加でサポートしたり、アク

ティブな VTG に参加する追加のチャネルをサポートしたりできません。RMS 
によってサポートされている既存の接続やチャネルには影響しません。

Cisco IPICS で音声ポートが使用されなくなると、RMS は [Deactivated] になり

ます。VTG を非アクティブにする方法については、「VTG のステータスの変更」

（P.5-19）を参照してください。

RMS コンポーネントをアクティブにすると、Cisco IPICS で使用できるように

なります。

RMS を非アクティブ化 /アクティブ化するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [RMS Name] カラムで、目的の RMS へのリンクをクリックします。

ステップ 3 アクティブな RMS を非アクティブにするには [Deactivate] をクリックします。

非アクティブな RMS をアクティブにするには [Activate] をクリックします。

（注） VTG をアクティブまたは非アクティブにするには、Cisco IPICS サーバが RMS 
と通信する必要があります。RMS が利用できないときに VTG を非アクティブ

にすると、Cisco IPICS データベースでは非アクティブ化が行われますが、

Cisco IPICS サーバが RMS との通信を再開して同期するまで、この非アクティ

ブ化は RMS で反映されません。

RMS の追加

RMS を追加すると、その RMS を Cisco IPICS で利用できるようになります。

RMS を追加する前に、次の条件が満たされていることを確認してください。

• ルータが Cisco IPICS ネットワーク上に存在し、付録 A「Cisco IPICS RMS コ

ンポーネントの設定」の説明に従って設定されている必要があります。

• 「ロケーションの管理」（P.2-41）の説明に従って、少なくとも 1 つのロケー

ションが定義されている必要があります。

Cisco IPICS に新しい RMS を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

[Add New Router Media Service] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Add New Router Media Service] 領域に、次の情報を入力します。
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（注） RMS フィールドの詳細については、表 2-14を参照してください。

a. [IP Address] フィールドに、ループバック インターフェイスの IP アドレス

を入力します。ループバック インターフェイスの IP アドレスは、SIP コー

ルをサポートするように設定されている必要があります。

b. [User Name] フィールドに、RMS にログインするときに使用するユーザ名

を入力します。

c. [Password] フィールドに、RMS にログインするときに使用するパスワード

を入力します。

d. [Location] ドロップダウン リストから、ルータに入力した IP アドレスで定

義されているロケーションを選択します。

ロケーションの詳細については、「ロケーションの管理」（P.2-41）を参照し
てください。

e. [Save] をクリックします。

この RMS を追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

[Save] をクリックすると、Cisco IPICS によって、RMS にアクセスできる

かどうかが確認されます。このプロセスには、 大 1 分間かかります。

RMS へのアクセスが可能であると、Cisco IPICS により、その RMS の 
[Router Details] 領域に情報が表示されます。ルータにアクセスできないと、

考えられる理由を知らせるメッセージが表示されます。

[Router Details] 領域には、追加したルータについて次のような情報が表示

されます。

– Location：この RMS 用に定義されたロケーションを指定します。

– Status：変更内容をまだ保存していないため、このフィールドには 
[Unconfigured] と表示されます。

– IP Address：このルータに入力した IP アドレスを指定します。

– Host Name：ルータに設定したホスト名を指定します。

– User Name：このルータで使用するように入力したユーザ名を指定しま
す。

– Password：このルータで使用するように入力したパスワードを指定し
ます。

– Type：このルータのモデル番号を指定します。

– Controllers：ルータがループバックに使用できる T1 接続を指定します。
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ステップ 4 [Manager Routers] ウィンドウのリストまたはルータに表示される名前を変更す

る場合は、[Name] フィールドに RMS の名前を入力します。

デフォルトでは、ここにはルータのホスト名が表示されます。RMS には意味の

ある名前を付けることをお勧めします。入力した名前は Cisco IPICS で使用され

るだけで、ルータのホスト名が変更されるわけではありません。

ステップ 5 隣接する [Loopbacks] ドロップダウン リストで、ルータに物理的に接続されて

いる 2 台のコントローラを選択してループバックを作成し、[Add] をクリックし

ます。

この手順を必要なだけ繰り返し、追加のループバックを作成します。

ステップ 6 「ループバックの表示と設定」（P.2-70）の説明に従って、各ループバックのデジ

タル信号 0（DS0）を設定します。

ステップ 7 [Save] をクリックし、この RMS の設定を保存します。

この RMS を追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

RMS を追加した場合、Cisco IPICS が追加内容を認識するまでには（デフォル

トで） 大 10 分かかります。Cisco IPICS に追加内容を即座に認識させる方法

については、「RMS 設定の管理」（P.2-74）を参照してください。

ループバックの表示と設定

Cisco IPICS で作成したループバックは、[Edit Router Details] 領域の下部付近の

リストに表示されます。次のようなループバック関連のタスクを実行できます。

• 「ループバックに関する詳細情報の表示」（P.2-70）

• 「ループバックでの DS0 の有効化」（P.2-71）

• 「ループバックでの DS0 の無効化」（P.2-72）

• 「ループバックの削除」（P.2-73）

ループバックに関する詳細情報の表示

ループバック情報は、[RMS] ウィンドウの [Loopbacks] タブに表示されます。

このタブにアクセスするには、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動し、

[Loopbacks] タブをクリックします。
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[RMS] ウィンドウの詳細については、「[RMS] ウィンドウの概要」（P.2-60）を

参照してください。

ループバックについての情報を参照するには、名前の横に表示される左矢印をク

リックします。ループバックの展開ビューを閉じ込むには、名前の横に表示され

る下矢印をクリックします。

すべてのループバックについての情報を表示するには、[Expand All] をクリック

します。すべてのループバックについての情報を閉じこむには、[Collapse All] 
をクリックします。

ループバックの展開ビューには、ループバックの各タイムスロットについて、次

の情報が表示されます。

• Number：ループバック内の DS0。

• State：次のいずれかが表示されます。

– Enabled：DS0 は Cisco IPICS で使用できます。

– Disabled：DS0 は Cisco IPICS で使用できません。

• DS0 Status：次のいずれかが表示されます。

– In Use：DS0 は、チャネルを VTG に追加、VTG を VTG に追加、ユー

ザのチャネル /無線用に SIP 接続を追加のいずれかを行うために使用さ

れています。

– Available：DS0 は Cisco IPICS で使用できます。

– Reserved：DS0 は Cisco IPICS 以外のシステム用に予約されています。

– Errors：DS0 の設定が不適切です。

• DS0 Source および DS0 Destination：ループバックが作成している接続で

す。[Port Source] には、チャネルまたは VTG を指定できます。[Port 
Destination] には、チャネル、VTG、またはユーザを指定できます。

ループバックでの DS0 の有効化

ループバックを作成したときは、Cisco IPICS で使用可能な DS0 を有効にする

必要があります。一度に 1 つのループバックで DS0 を有効にすることも、一度

に複数のループバックで DS0 を有効にすることもできます。

ループバックで DS0 を有効にするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [Loopbacks] タブをクリックします。

ステップ 3 名前の横に表示される右矢印をクリックか、[Expand All] をクリックして、DS0 
を有効にするループバックをそれぞれ展開します。

ステップ 4 有効にする DS0 の横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ループバック内のすべての DS0 を有効にするには、対象のループバックについ

て DS0 リストの上部にある番号の横に表示されるチェックボックスをオンにし

ます。

チェックボックスをオフにするには、次のいずれかの操作を行います。

• 特定のチェックボックスをオフにします。対象のループバックについてすべ

てのチェック ボックスをオフにするには、DS0 リストの上部にある番号の

横に表示されるチェックボックスをオフにします。

• [Clear] をクリックすると、すべてのループバックのすべてのチェックボッ

クスがオフになります。

ステップ 5 [Enable DS0s] をクリックします。

DS0 の状態が、緑色で [Enabled] と表示されます。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

DS0 を有効にしない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ループバックでの DS0 の無効化

ループバック内の DS0 を無効にすると、その DS0 を Cisco IPICS で使用するこ

とはできなくなります。一度に 1 つのループバックで DS0 を無効にすることも、

一度に複数のループバックで DS0 を無効にすることもできます。

ループバックで DS0 を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [Loopbacks] タブをクリックします。
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ステップ 3 名前の横に表示される左矢印をクリックか、[Expand All] をクリックして、DS0 
を無効にするループバックをそれぞれ展開します。

ステップ 4 無効にする DS0 の横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ループバック内のすべての DS0 を無効にするには、対象のループバックについ

て DS0 リストの上部にある番号の横に表示されるチェックボックスをオンにし

ます。

チェックボックスをオフにするには、次のいずれかの操作を行います。

• 特定のチェックボックスをオフにします。対象のループバックについてすべ

てのチェック ボックスをオフにするには、DS0 リストの上部にある番号の

横に表示されるチェックボックスをオフにします。

• [Clear] をクリックすると、すべてのループバックのすべてのチェックボッ

クスがオフになります。

ステップ 5 [Disable DS0s] をクリックします。

DS0 の状態が、赤色で [Disabled] と表示されます。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

DS0 を無効にしない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ループバックの削除

ループバックを削除するには、その名前の横に表示される [Remove] をクリック

し、[Save] をクリックします。

ループバックを削除しない場合、その名前の横に表示される [Add] をクリック

するか、（[Save] をではなく）[Cancel] をクリックします。

RMS の削除

RMS を削除すると、すべてのリソースが Cisco IPICS から削除され、

Cisco IPICS で RMS を使用できなくなります。

いずれかの DS0 が Cisco IPICS で使用されている場合は、RMS を削除できませ

ん。

RMS を削除するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 削除する RMS の横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

この RMS を削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

RMS 設定の管理

RMS の設定を管理するには、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

RMS の設定をマージすると、Cisco IPICS では、次のようなルータ情報が更新

されます。

• ホスト名

• ルータ タイプ

• コントローラ

ルータ上のコントローラを追加 /削除する場合やそのホスト名を変更する場合

に、Cisco IPICS に変更内容を認識させるには、RMS の設定をマージします。

RMS の設定を更新すると、Cisco IPICS に指定されている RMS 設定が対象の 
RMS に適用されます。この手順は、次のような場合に役立ちます。

• 「RMS 詳細の表示と編集、RMS のアクティブ化 /非アクティブ化」（P.2-62）
の説明に従って RMS の情報を変更したが、Cisco IPICS が変更内容を認識

するのを待ちきれない（デフォルトでは、 大 10 分かかります）。

• 「RMS の追加」（P.2-68）の説明に従って RMS を追加したが、Cisco IPICS 
が追加内容を認識するのを待ちきれない（デフォルトでは、 大 10 分かか

ります）。

• RMS を再起動したところ、音声の接続または品質に問題が生じた。RMS の
設定を更新すると、問題の原因となるようなルータの設定を行わずに済みま

す。

• RMS を再起動したが、指定したルータの設定が Cisco IPICS に反映されない。
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RMS をシャットダウンして再起動すると、デフォルトの設定に戻ります。

再起動後、10 分以内に（デフォルト）、Cisco IPICS により、現在の RMS 
の設定と Cisco IPICS データベース内の RMS の設定が比較されます。不一

致がある場合、Cisco IPICS によって、データベース内の RMS の設定が一

致するようにリフレッシュさせます。

（注） RMS の設定を手動で更新すると、SIP 接続を使用して RMS に接続されているす

べてのユーザが切断されます。該当の RMS でホストされているアクティブな 
VTG が中断されることもあります。

RMS 設定を管理にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [RMS] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 RMS の設定を管理するには、RMS の RMS 名の左側にあるチェックボックスを

オンにします。

ステップ 3 [Configuration] ドロップダウン リストで、次のいずれかの操作を行います。

• RMS の設定をマージするには、[Merge] を選択します。

• RMS の設定を更新するには、[Update] を選択します。

• RMS の設定を表示するには、[Show] を選択します。

別のウィンドウが開き、この RMS の音声ポートとダイヤル ピアの設定が表
示されます。

Cisco IPICS によって、変更内容が [Edit Router Details] 領域に表示されます。

ヒント Cisco IPICS に設定されたすべての RMS コンポーネントについて、

RMS の設定を管理できます。これには、RMS リストの上部にある

チェックボックスをオンにし、[Configuration] ドロップダウン リストか

ら [Merge]、[Update]、[Show] のいずれかを選択します。
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インシデントの管理
インシデントとは、Cisco IPICS で特定し、さまざまなユーザが IDC を使用して

応答を調整できるイベントのことです。インシデントは、火事やその他の状況な

ど、応答を必要とするあらゆるイベントになります。

次の項では、次のようなインシデント関連の用語を使用します。

• アクティブ インシデント：インシデントは現在進行中であり、IDC 機能を

使用して調整できます。また、モバイル クライアントのユーザもインシデ

ントにアクセスできます。

• 非アクティブ インシデント：インシデントは終了済みで、IDC 機能により

調整することはできません。また、モバイル クライアントのユーザもイン

シデントにアクセスできません （非アクティブのインシデントは、必要に

応じて再アクティブ化できます）。

• インシデント VTG：インシデントに関連付けられたユーザ、チャネル、お

よび無線で構成されるトーク グループ。インシデント VTG がアクティブな

場合、その参加者は互いに通信できます。非アクティブな場合は通信できま

せん。

IDC を使用してインシデントを調整する方法の詳細については、リリース 4.0 の
『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください。

Cisco IPICS システム管理者は、次のような インシデント管理タスクを実行でき

ます。これらのタスクでは、情報を収集しシステム リソースを管理することが

できます。

• 「[Incidents] ウィンドウの概要」（P.2-77）

• 「インシデントの詳細の表示」（P.2-80）

• 「インシデントのステータスの変更」（P.2-83）

• 「アーカイブ済みインシデントのダウンロード」（P.2-84）

• 「インシデントの削除」（P.2-85）

インシデント管理タスクは、Administration Console の [Incidents] トレイにある 
[Incidents] ウィンドウで行います。このウィンドウにアクセスする方法など、

ウィンドウの詳細については、「[Incidents] ウィンドウの概要」（P.2-77）を参照

してください。
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（注） Cisco IPICS ディスパッチャのロールまたは「すべて」のロールを持つユーザ

が、IDC でインシデントを作成します。詳細については、リリース 4.0 の
『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください。

[Incidents] ウィンドウの概要

[Incidents] ウィンドウには、Cisco IPICS で設定された、まだアーカイブされて

いない各インシデントに関する情報の一覧が表示されます。

インシデントのリストと、インシデントの全般的な情報は、このウィンドウの下

部に表示されます。デフォルトでは、この領域にはすべてのインシデントが表示

されますが、ウィンドウの上部で指定した検索条件と一致するインシデントだけ

を表示することもできます。

（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結果ページ

の 1 ページあたりに表示するインシデントの行数を指定できます。結果ページ間

を移動するには、ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、[Go] をクリックし

ます。

このウィンドウを使用して、さまざまなインシデント管理機能を使用することも

できます。[Incidents] ウィンドウを表示するには、[Configuration] トレイにア

クセスし、[Incidents] をクリックします。

表 2-15 を使用して、[Incidents] ウィンドウの項目について説明します。
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表 2-15 [Incidents] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

フィルタ

[Incident ID] 
フィールド

このフィールドを使用すると、入力した ID 
を持つインシデントだけが表示されます。

インシデントの表示を制限した

り、特定のインシデントだけを

表示するには、フィルタ フィー

ルドに検索条件を入力し、[Go] 
をクリックします。

[Incident Name] 
フィールド

このフィールドを使用すると、入力した文字

列を含む名前のインシデントだけが表示され

ます（文字の大文字と小文字は区別されませ

ん）。

[Started Before] 
フィールド

この各フィールドを使用すると、指定した日

時よりも前にアクティブ化されたインシデン

トだけが表示されます。日付を指定するには、

[Started Before] フィールドをクリックして日

付を選択します。時刻を指定するには、[at] 
ドロップダウン リストから時間（24 時間形

式）および分を選択します。

[State] フィールド このフィールドを使用すると、アクティブな

インシデントだけ、または非アクティブなイ

ンシデントだけが表示されます。

[Incident VTG] 
フィールド

このフィールドを使用すると、アクティブな

インシデント VTG を持つインシデントだけ、

または非アクティブなインシデント VTG を
持つインシデントだけが表示されます。

[Ops View] フィー

ルド

このフィールドを使用すると、指定した ops 
ビューに属するインシデントだけが表示され

ます。

[Go] ボタン このボタンをクリックすると、選択したフィ

ルタに応じてインシデントが表示されます。

[Clear Filter] ボタ

ン

このボタンをクリックして、フィルタ選択を

削除し、インシデントの空のリストを表示し

ます。

もう一度 [Incidents] をクリックすると、すべ

てのエントリのリストが表示されます。
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インシデント情報

[ID] フィールド このフィールドには、Cisco IPICS でインシ

デントに割り当てられている一意の識別子が

表示されます。

—

[Name] フィールド このフィールドには、インシデントに割り当

てられている名前が表示されます。

リリース 4.0 の『IPICS 
Dispatch Console User Guide』
を参照してください。

[Ops View] フィー

ルド

インシデントが属する ops ビューが表示され

ます。インシデントは、そのインシデントを

作成したユーザと同じ ops ビューに属します。

—

[Activated] フィー

ルド

インシデントがアクティブ化された日時が表

示されます。

リリース 4.0 の『IPICS 
Dispatch Console User Guide』
を参照してください。

[State] フィールド インシデントがアクティブか非アクティブか

を示します。

「インシデントのステータスの変

更」（P.2-83）を参照してくださ

い。

[Incident VTG] 
フィールド

インシデントにインシデント VTG が含まれ

る場合、インシデント VTG がアクティブか

非アクティブかを示します。

リリース 4.0 の『IPICS 
Dispatch Console User Guide』
を参照してください。

[Delete] ボタン このボタンをクリックすると、指定したイン

シデント（複数可）が削除されます。

「インシデントの削除」（P.2-85）
を参照してください。

[Change Status] ド
ロップダウン リス

ト

[Activate] または [Deactivate] のいずれかの

オプションを選択し、インシデントのステー

タスを変更します。

「インシデントのステータスの変

更」（P.2-83）を参照してくださ

い。

[Download 
Archived 
Incident(s)] ボタン

このボタンをクリックして、アーカイブ済み

のインシデントを取得します。

「アーカイブ済みインシデントの

ダウンロード」（P.2-84）を参照

してください。

表 2-15 [Incidents] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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インシデントの詳細の表示

どのインシデントについても、その情報を表示できます。これを行うには、次の

手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Incidents] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 [ID] カラムで、情報を表示するインシデントへのリンクをクリックします。

選択したインシデントの情報が表示されます。表 2-16 は、この情報について説

明したものです。

表示コントロール

[Rows per page] ド
ロップダウン リス

ト

チャネル リストの 1 ページに表示するチャネ

ルの行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）
を参照してください。

[Page] フィールド 特定のページのチャネルを表示します。

[|<] （ 初のペー

ジ）ボタン

チャネル リストの 初のページを表示します。

[<] （前のページ）

ボタン

チャネル リストの前のページを表示します。

[>] （次のページ）

ボタン

チャネル リストの次のページを表示します。

[>|] （ 後のペー

ジ）ボタン

チャネル リストの 後のページを表示します。

表 2-15 [Incidents] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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表 2-16 インシデントに関する情報

フィールド 説明

インシデント情報

ID このフィールドには、Cisco IPICS でインシデントに

割り当てられている一意の識別子が表示されます。

Name このフィールドには、IDC でインシデントに割り当て

られた名前が表示されます。

Description このフィールドには、IDC でインシデントについて入

力された説明が表示されます。

State このフィールドには、インシデントがアクティブか非

アクティブかが表示されます。
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Current Participants 各タブに、次のような情報が表示されます。

• [User] タブ：インシデントの参加者となっている

各ユーザの、Cisco IPICs ユーザ名および姓名が

表示されます。

• [Channel] タブ：インシデントで使用されている

各チャネルの名前、説明、およびステータス

（[Enabled] または [Disabled]）が表示されます。

• [Radio] タブ：インシデントで使用されている各

無線の名前、説明、およびステータス

（[Enabled] または [Disabled]）が表示されます。

• [Photo] タブ：インシデントにアップロードされ

ている各写真の名前、説明、および URL が表示

されます。インシデントから写真を削除するに

は、写真の左側にあるチェックボックスをオンに

し、[Delete] をクリックします。

• [Video] タブ：インシデントにアップロードされ

ている各ビデオの名前、説明、および URL が表

示されます。インシデントからビデオを削除する

には、ビデオの左側にあるチェックボックスをオ

ンにし、[Delete] をクリックします。

• [VTG] タブ：インシデントに作成された各インシ

デント VTG の名前、説明、およびステータス

（[Active] または [Inactive]）が表示されます。

• [Journal] タブ：インシデントに作成された各

ジャーナル エントリの名前、説明またはメッセー

ジ、タイプ、作成日が表示されます。タイプは、

ユーザがエントリを作成したことを示します。

Incident VTG このフィールドには、インシデントのインシデント 
VTG がアクティブか非アクティブかが表示されます。

Ops View インシデントが属する ops ビューが表示されます。

Address 将来的な使用のために予約されています。

Created このフィールドには、インシデントが作成された日時

が表示されます。

表 2-16 インシデントに関する情報 （続き）

フィールド 説明
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ステップ 3 インシデント詳細の表示を終了するには、[Done] をクリックします。

インシデントのステータスの変更

Cisco IPICS では、インシデントのステータスを変更できます。インシデントの

ステータスは、次のどちらかになります。

• アクティブ インシデント：インシデントは IDC 上で使用可能です。アク

ティブなインシデントについては、IDC を使用して、リソースを追加または

削除したり、その他の操作を行ったりできます。

• 非アクティブ インシデント：インシデントは終了済みで、IDC で使用する

ことはできず、モバイル クライアントのユーザもインシデントにアクセス

できません。

インシデントの現在のステータスを確認するには、[Configuration] トレイにア

クセスし、[Incidents] をクリックして、インシデントの [State] カラムに表示さ

れる情報を参照します。

インシデントのステータスを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Incidents] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 ステータスを変更する各インシデントの横にあるチェックボックスをオンにし、

[Change Status] ドロップダウン リストから目的のオプション（[Activate] また

は [Deactivate]）を選択します。

Activated このフィールドには、インシデントがアクティブ化さ

れた日時が表示されます。

Deactivated このフィールドには、インシデントが非アクティブ化

された日時が表示されます。インシデントがまだアク

ティブの場合、このフィールドには [(Still Active)] と
表示されます。

表 2-16 インシデントに関する情報 （続き）

フィールド 説明
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ステップ 3 設定の確認を求めるポップアップ ウィンドウが表示されたら、[OK] をクリック

します。

アーカイブ済みインシデントのダウンロード

Cisco IPICS では、インシデントは非アクティブ化から 30 日後（デフォルト）

か、またはユーザが設定した保持期間後に、自動的にアーカイブされます 
（アーカイブの設定については、表 2-22（P.2-110） の、[Incident Archive] ペイ

ンのオプションの説明を参照してください）。アーカイブされた各インシデント

に関する情報は、それぞれ一意の XML ファイルに保管されます。この XML 
ファイルには、インシデントの一部であるユーザ、チャネル、無線、VTG、

ジャーナル エントリ、画像、およびビデオに関する情報が含まれます。

アーカイブ済みの全インシデントの XML ファイルを含むインシデント アーカイ

ブはダウンロード可能です。このプロセスでは、Zip 圧縮されたアーカイブ済み

のインシデント ファイルがローカル ディスクにコピーされます。

インシデントがアーカイブされると、そのインシデントは Cisco IPICS データ

ベースから削除され、[Incidents] ウィンドウのインシデント リストに表示され

なくなります。Cisco IPICS サーバ ディスク上に保存された画像またはビデオ 
クリップがインシデントに含まれている場合、それらが別のインシデントから参

照されていなければ、アーカイブ プロセスでディスクから削除されます。

アーカイブ済みインシデントをダウンロードするか、インシデントを削除するに

は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Incidents] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 [Download Archived Incident(s)] ボタンをクリックします。

このボタンは、アーカイブ ファイルが作成された後にだけ有効になります。

ステップ 3 [File Download] ダイアログ ボックスで、[Save] をクリックし、画面上のメッ

セージに従ってアーカイブ ファイルを任意に選択した場所に保存します。　

アーカイブ ファイルの名前は、デフォルトで ipics_incident_archive.zip となり

ます。
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インシデントの削除

インシデントが必要なくなった場合、Cisco IPICS からそのインシデントを削除

できます。1 つのインシデントを削除することも、一度に複数のインシデントを

削除することもできます。

インシデントを削除すると、そのインシデントは削除待ちの状態になります。こ

の状態のインシデントは、次回のアーカイバの実行時にアーカイブされ、その後 
Cisco IPICS データベースから削除されます。インシデントがこの状態になる

と、IDC にも、Cisco IPICS Administration Console の [Incidents] ページにも表

示されなくなります。

インシデントを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Incidents] ウィンドウに移動し

ます。

ステップ 2 削除するインシデントがアクティブな場合は、「インシデントのステータスの変

更」（P.2-83）の説明に従って非アクティブ化します。

ステップ 3 削除するインシデントの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

インシデントを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

ライセンスの管理
システムで同時に利用できる LMR ポート、マルチキャスト ポート、ダイヤル 
ユーザ、Cisco Unified IP Phone ユーザ、Silver IDC ユーザ、Platinum IDC ユー

ザ、モバイル エンドポイント ユーザ、および ops ビューの数は、Cisco IPICS ラ
イセンスによって決まります。また、システム上でポリシー エンジンが有効化

されるか、ハイ アベイラビリティが有効化されるかなども、ライセンスによっ

て決まります。
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現在のライセンスの上限を超えて、より多くのライセンスが必要な場合は、追加

のライセンスを取得できます。ライセンスの詳細、およびライセンスを取得する

方法の詳細については、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Server Installation and 
Upgrade Guide』を参照してください。

ライセンスを取得すると、Cisco IPICS システム管理者は新しいライセンス ファ

イルを取得し、Cisco IPICS サーバにアップロードして、新しいライセンスを有

効にできます。手順については、「ライセンス ファイルのアップロード」

（P.2-93）を参照してください。

ライセンス管理タスクは、[Administration] > [License Management] ウィンド

ウで行います。このウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細につ

いては、「[License Management] ウィンドウの概要」（P.2-86）を参照してくだ

さい。

[License Management] ウィンドウの概要

[License Management] ウィンドウには、Cisco IPICS を設定するライセンスに

ついての情報が表示されます。ライセンスの取得後、Cisco IPICS サーバにライ

センスをアップロードすることもできます。ライセンスをアップロードする方法

の詳細については、「ライセンス ファイルのアップロード」（P.2-93）を参照して

ください。

[License Management] ウィンドウにアクセスするには、Cisco IPICS 
Administration Console で [Administration] > [License Management] ウィンドウ

に移動します。

このウィンドウで、Cisco IPICS 用に取得したライセンスについての情報は、

[Summary] タブに表示されます。このタブには、ライセンス機能名、ポートの

総数、現在のポートの利用状況、および利用可能なポートが表示されます。この

タブで表示できるライセンスの詳細については、表 2-17を参照してください。

システムがハイ アベイラビリティを備えている場合、ハイ アベイラビリティ ラ
イセンスはセカンダリ サーバだけに存在しています。その他のライセンスは、

プライマリ サーバだけに存在します。

[Usage Per Ops View] タブには、ops ビューごとのライセンス情報が表示されま

す。このタブには、ライセンスのタイプ、ops ビュー、および現在のライセンス

の利用状況についての情報が表示されます。このタブに表示できるライセンス

（ops ビューごと）、ポートでのライセンス消費状況を判断するために 
Cisco IPICS が使用する基準、IDC、IP Phone、ポリシー エンジン、および ops 
ビューの利用状況の詳細については、表 2-18を参照してください。
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（注） [License Management] ウィンドウに表示されるデータは、そのウィンドウが

後にアクセスされたときの使用状況を表します。 新のライセンス情報を表示す

るには、ブラウザ ウィンドウをリフレッシュします。ブラウザ ウィンドウは、

期間を空けずにリフレッシュし、サーバ管理機能の実行前にもリフレッシュし

て、 新の情報が表示された状態で作業してください。 新のデータが表示され

ていないウィンドウで管理上の更新を行うと、正常に更新されず、エラーが表示

される場合があります。エラーが表示される場合は、ブラウザ ウィンドウをリ

フレッシュし、操作を再度実行します。

表 2-17 [License Management] ウィンドウの [Summary] タブにあるフィー

ルド

フィールド 説明

機能名

Concurrent LMR Ports 有効になっているチャネルは、LMR ポート ライ

センスを使用します。チャネルを無効にすると、

サーバで LMR ライセンスは解放され、使用可能

な状態になります。

（注） Cisco IPICS に追加された無線チャネル

は、それぞれ 1 つの LMR ライセンスを使

用します。ただし、1 台の無線チャネルに

設定した一意のチャネルごとに、別々の 
LMR ライセンスを使用することはありま

せん。Cisco IPICS では、無線ごとに 1 つ
の LMR ライセンスが使用されます。

Cisco IPICS では、マルチキャスト アドレスとロ

ケーションの一意の組み合せに対して、ポートの

ライセンスが使用されます。1 台のチャネルに対

して 2 つのマルチキャスト アドレスが割り当てら

れている場合、1 台のチャネルで 2 つのライセン

スが使用されます。マルチキャスト アドレスを 1 
つ削除すると、ライセンスが 1 つ解放され、ポー

トが使用するライセンスは 1 つになります。
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Concurrent Multicast Ports アクティブな VTG は、マルチキャスト ポート ラ
イセンスを使用します。VTG が非アクティブに

されると、サーバでマルチキャスト ライセンスは

解放され、使用可能な状態になります。

（注） 非アクティブな VTG は、ポリシーがその 
VTG を起動した（アクティブにした）場

合、ライセンスを使用することに注意して

ください。ライセンスの数が上限を超える

と、ポリシーは VTG をアクティブにでき

なくなります。サーバ上に、ポリシーの設

定に対して十分な数の使用可能ライセンス

があることを確認してください。

Concurrent 
Cisco Unified IP Phone 
Users

Cisco IPICS にログインする 
Cisco Unified IP Phone ユーザは、1 名につき 1 
つの Cisco Unified IP Phone ライセンスを使用し

ます。ユーザが Cisco IPICS からログアウトする

と、ライセンスが解放されます。すべての 
Cisco Unified IP Phone ライセンスが使用されて

いる場合、Cisco Unified IP Phone ユーザはそれ

以上ダイヤルインできません。

表 2-17 [License Management] ウィンドウの [Summary] タブにあるフィー

ルド （続き）

フィールド 説明
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Concurrent Dial Users ポリシー エンジンはダイヤルインまたはダイヤル

アウト アクションを実行するたびに、1 つのライ

センスを使用します。すべてのダイヤル ユーザ 
ライセンスが使用されている場合、ポリシー エン

ジンは、ダイヤルインおよびダイヤルアウト アク

ションをそれ以上実行できません。

（注） Cisco IPICS でダイヤルイン /ダイヤルア

ウト機能を有効にするには、ポリシー エ
ンジンの基本ライセンスが必要です。ポ

リシー エンジンの基本ライセンスを購入

すると、ポリシー エンジン関連のウィン

ドウにアクセスし、Cisco IPICS でダイヤ

ルイン /ダイヤルアウト機能を実行できま

す。ポリシー エンジンの基本ライセンス

を入手していないと、ダイヤルイン /ダイ

ヤルアウト機能は無効になり、ポリシー 
エンジン関連のウィンドウにアクセスで

きません。

Concurrent Dispatch 
Console Silver Users

Cisco IPICS にログインする IDC Silver ユーザは、

1 名につき 1 つの IDC Silver ライセンスを使用し

ます。ユーザが Cisco IPICS からログアウトする

と、ライセンスが解放されます。すべての IDC 
Silver ライセンスが使用されている場合、IDC 
Silver ユーザはそれ以上ログインできません。

Concurrent Dispatch 
Console Platinum Users 

Cisco IPICS にログインする IDC Platinum ユーザ

は、1 名につき 1 つの IDC Platinum ライセンスを

使用します。ユーザが Cisco IPICS からログアウ

トすると、ライセンスが解放されます。すべての 
IDC Platinum ライセンスが使用されている場合、

IDC Silver ユーザはそれ以上ログインできません。

表 2-17 [License Management] ウィンドウの [Summary] タブにあるフィー

ルド （続き）

フィールド 説明
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Concurrent Mobile 
Endpoint Users 

Cisco IPICS にログインするモバイル エンドポイ

ント ユーザは、1 名につき 1 つのモバイル エンド

ポイント ライセンスを使用します。ユーザが 
Cisco IPICS からログアウトすると、ライセンス

が解放されます。すべてのモバイル エンドポイン

ト ライセンスが使用されている場合、モバイル 
エンドポイント ユーザはそれ以上ログインできま

せん。

Cisco IPICS Ops View Cisco IPICS では、設定した ops ビューごとに 1 
つのライセンスが使用されます。使用できる ops 
ビューの数は、[License Summary] ペインに表示

されます。

（注） 追加の ops ビューを作成するには、追加

の ops ビュー ポートを含む Cisco IPICS 
ライセンスを購入し、インストールする

必要があります。

Cisco IPICS Base Server 
License

ライセンスの使用状況は、このフィールドには反

映されません。このフィールドには、

Cisco IPICS の基本ライセンスを保有しているか

どうかが示されます。

Policy Engine Base License ライセンスの使用状況は、このフィールドには反

映されません。このフィールドには、

Cisco IPICS ポリシー エンジンが有効であるかど

うかが示されます。

ポリシー エンジンが有効であると、[Summary] 
タブに [Licensed] と表示されます。

ポリシー エンジンが有効でないと、[Summary] 
タブに [Not Licensed] と表示されます。

High Availability License ライセンスの使用状況は、このフィールドには反

映されません。このフィールドには、

Cisco IPICS のハイ アベイラビリティ ライセンス

を保有しているかどうかが示されます。

表 2-17 [License Management] ウィンドウの [Summary] タブにあるフィー

ルド （続き）

フィールド 説明
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（注） ダイヤル ポートは、ダイヤルイン接続またはダイヤルアウト接続に使用されま

す。ops ビューに割り当てられているダイヤル ポートは、事前に割り当てられた

ダイヤルイン電話番号に従って、ダイヤルインによって使用されます。これらは

各 ops ビューで設定され、ダイヤルされます。ダイヤルアウトの場合、ダイヤル 
ポートは ops ビューから使用され、目的のユーザに対してダイヤルされます。

ops ビューの詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」

を参照してください。

[Usage Per Ops View] タブには、ops ビューごとのライセンス情報が表示されま

す。このタブには、ライセンスのタイプ、ops ビュー、現在のライセンスの利用

状況、および割り当てられたポートが表示されます。このタブに表示される情報

の詳細については、表 2-18 を参照してください。

表 2-18 [License Management] ウィンドウの [Usage Per Ops View] タブ

フィールド 説明

ライセンス タイプ

LMR Ports Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されている 
LMR ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

る LMR ポートの数です。

Multicast Ports Ops view：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されているマ

ルチキャスト ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

るマルチキャスト ポートの数です。

Cisco Unified IP Phone 
Users

Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されている 
Cisco Unified IP Phone ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

る Cisco Unified IP Phone ポートの数です。
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期間限定ライセンスの動作の概要

期間限定（評価）ライセンスは、ライセンスの有効期限があらかじめ設定されて

いるという点で、永久ライセンスとは異なります。

Dial Users Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されているダ

イヤル ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

るダイヤル ポートの数です。

Dispatch Console Silver 
Users

Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されている 
IDC ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

る IDC ポートの数です。

Dispatch Console 
Platinum Users

Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されている 
IDC ポートの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

る IDC ポートの数です。

Mobile Endpoint Users Ops View：このライセンスが属する ops ビューです。

Current Usage：この ops ビューで使用されているモ

バイル エンドポイント ユーザの数です。

Allocated Ports：この ops ビューに割り当てられてい

るモバイル エンドポイント ユーザの数です。

表 2-18 [License Management] ウィンドウの [Usage Per Ops View] タブ （続き）

フィールド 説明
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（注） 既存のライセンス ファイルは、新しいバージョンのライセンス ファイルによっ

て上書きされません。ベスト プラクティスとして、Cisco IPICS がライセンスを

保存するディレクトリから既存のライセンス ファイルを削除することをお勧め

します。

既存のライセンスを削除した後で、次のコマンドを入力してサーバを再起動しま

す。

[root]# service ipics restart

期間限定ライセンスの詳細およびガイドラインについては、リリース 4.0 の
『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

期間限定ライセンスの期限切れの約 30 日前になると、警告メッセージが表示さ

れます。この警告は、[Dismiss] をボタンクリックして画面から消すことができ

ます。

ライセンス機能が期限切れになると、そのライセンスに関連する機能は無効にな

ります。カウントされないライセンスであると、機能は無効になります。カウン

トされるライセンスであると、そのライセンス タイプに対応するポートの数が、

期限切れになったライセンス機能の数だけ減算されます。1 つ以上のライセンス

機能の期限切れを検出すると、Cisco IPICS はすべてのライセンス機能をリロー

ドします。期限が切れたライセンス機能は、ライセンスの詳細を示す領域に印を

付けて表示されます。

ライセンス ファイルのアップロード

新しい Cisco IPICS ライセンス ファイルを入手したら、それを Cisco IPICS 
サーバにアップロードして有効にする必要があります。この手順を実行するに

は、保存したサーバ ロケーションから Cisco IPICS サーバにライセンス ファイ

ルをコピーします。

（注） アップロードしたライセンス ファイルは、次のディレクトリに配置されます。
/opt/cisco/ipics/tomcat/versions/current/webapps/license/

ライセンス ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console から、[Administration] > [License Management] ウィン

ドウに移動します。

ステップ 2 [License File] フィールドに、Cisco IPICS サーバにアップロードするライセンス 
ファイルのパス名とファイル名を入力します。

[Choose File] ウィンドウでこのファイルを指定するには、[Browse] をクリック

します。

（注） ライセンス ファイルのパス名とファイル名が不明な場合は、[Browse] 
をクリックし、[Choose File] ウィンドウでこのファイルの場所まで移動

できます。

ステップ 3 [Upload] をクリックしてファイルを Cisco IPICS データベースにアップロード

します。

ステップ 4 [Apply] をクリックすると、新しいライセンスが有効になります。

Cisco IPICS がライセンス ファイルをサーバに関連付けて、ライセンス マネー

ジャを再起動します。

（注） [Apply] ボタンをクリックした後、Cisco IPICS Administration Console 
にアクセスできるようになるまでに数分間かかることがあります。

Cisco IPICS ライセンスの詳細については、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Server 
Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

アクティブなユーザの表示
Cisco IPICS システム管理者は、IDC、モバイル クライアント、

Cisco Unified IP Phone、またはダイヤルインを介してシステムにログインした

ユーザや、[Administration] > [Active Users] ウィンドウから VTG に参加してい

るユーザのアクティビティを表示できます。このウィンドウには、システムにロ

グインしたユーザに関する情報（ユーザ ID、ユーザのロケーション、ユーザが
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属する ops ビューなど）が表示されます。このウィンドウを使用すると、必要に

応じて、ログインまたはダイヤルインしたユーザを手動で強制的に Cisco IPICS 
からログアウトさせることもできます。

アクティブなユーザ、および各ユーザの関連情報を表示するには、次の手順を実

行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Administration] > [Active Users] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 [View] ドロップダウン リストから、表示するユーザのタイプについて、次のい

ずれかのオプションを選択します。

• Logged-in Users：Cisco IPICS にログインしているユーザです。

• IDC：IDC 経由で Cisco IPICS に接続しているユーザです。

• Mobile：Cisco IPICS Mobile Client 経由で Cisco IPICS に接続しているユー

ザです。

• Cisco Unified IP Phone Users：Cisco Unified IP Phone 経由で Cisco IPICS 
に接続しているユーザです。

• Dialed-in Users：ダイヤルイン / 招待機能を使用して Cisco IPICS に接続し

ているユーザです。

ウィンドウに、選択したタイプのユーザのリストが表示されます。[Active 
Users] ウィンドウにあるフィールドの詳細については、表 2-19 を参照してくだ

さい。

ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結果ページ

の 1 ページあたりに表示するアリティブ ユーザの行数を指定できます。結果

ページ間を移動するには、ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、[Go] をク

リックします。

表 2-19 [Active Users] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明

ログイン ユーザ

User Cisco IPICS にログインしているユーザのユーザ 
ID です。
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Date ユーザが Cisco IPICS システムにログインした日

時です。

IDC ユーザ

User アクティブな IDC ユーザのユーザ ID です。

IDC ID セッションの IDC の ID です。

Version IDC のバージョンです。

Address IDC クライアント マシンの IP アドレスです。

Location IDC ユーザの Cisco IPICS ロケーションです。

Belongs To IDC ユーザが属する ops ビューです。

Last Activity 新の IDC アクティビティの日時です。

Status IDC のステータスを示します。

[Status] カラムには、[Logged-in] または 
[Logging-out] のステータスが表示されます。

[Logged-in] ステータスは、IDC が Cisco IPICS 
にログインしているか、またはオフライン モード

で動作中かを示します。

[Logging-out] ステータスは、サーバが IDC との

セッションの終了処理中で、IDC からこの処理の

承認を受けるのを待っていることを示します。

次のような条件下で、サーバはログアウト セッ

ションを削除します。

• IDC がサーバにアクセスしたとき。

• サーバは、10 分間アクティブになっている

セッションを定期的に（デフォルトでは 60 
秒ごとに）チェックします。また、IDC ク
ラッシュが発生したり、IDC がオフライン 
モードになると、これらのセッションを削除

します。

• Cisco IPICS サーバの起動時。

表 2-19 [Active Users] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明
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モバイル ユーザ

User アクティブなモバイル クライアント ユーザの

ユーザ ID です。

Mobile ID セッションのモバイル クライアントの ID です。

Version モバイル クライアントのバージョンです。

Address モバイル クライアントの IP アドレスです。

Location モバイル クライアントの Cisco IPICS ロケーショ

ンです。

Last Activity 新のモバイル クライアント アクティビティの

日時です。

Status モバイル クライアントのステータスを示します。

[Status] カラムには、[Logged-in] または 
[Logging-out] のステータスが表示されます。

[Logged-in] ステータスは、モバイル クライアン

トが Cisco IPICS にログインしているか、または

オフライン モードで動作中かを示します。

[Logging-out] ステータスは、サーバがモバイル 
クライアントとのセッションの終了処理中で、モ

バイル クライアントからこの処理の承認を受ける

のを待っていることを示します。

次のような条件下で、サーバはログアウト セッ

ションを削除します。

• モバイル クライアントがサーバにアクセスし

たとき。

• サーバは、10 分間アクティブになっている

セッションを定期的に（デフォルトでは 60 
秒ごとに）チェックします。また、モバイル 
クライアント クラッシュが発生したり、モバ

イル クライアントがオフライン モードにな

ると、これらのセッションを削除します。

• Cisco IPICS サーバの起動時。

Cisco Unified IP Phone ユーザ

表 2-19 [Active Users] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明
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User アクティブな Cisco Unified IP Phone ユーザの名

前またはユーザ ID です。

Digit ID アクティブな Cisco Unified IP Phone ユーザの数

字 ID です。

Location アクティブな Cisco Unified IP Phone ユーザのロ

ケーションです。

Active Cisco Unified IP Phone ユーザが現在アクティブ

であるかどうかを示します。

Remote Cisco Unified IP Phone ユーザがリモート接続を使

用してダイヤルインしているかどうかを示します。

ダイヤルイン ユーザ

User アクティブなダイヤルイン ユーザの名前または

ユーザ ID です。

Dial Number Cisco IPICS にダイヤルインするときにユーザが

ダイヤルした番号です。

Digit ID アクティブなダイヤルイン ユーザの数字 ID です。

Type トーク グループのタイプです。

ユーザがダイヤルインしていても、トーク グルー

プに参加していないときは、このフィールドは空

になります。

次のいずれかのリソースを指定できます。

• Channel

• VTG
Talk Group ユーザが参加しているトーク グループ（チャネル

または VTG）の名前です。

ユーザがダイヤルインしていても、トーク グルー

プに参加していないときは、このフィールドは空

になります。

表 2-19 [Active Users] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明
2-98
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    アクティブなユーザの表示
ステップ 3 ログインしている IDC ユーザ、モバイル クライアント ユーザ、またはダイヤル

イン ユーザを Cisco IPICS から手動で切断するには、次のいずれかの操作を行

います。

• ログイン ユーザをログアウトするには、[Logged-in] タブをクリックしま

す。ログアウトするログイン ユーザの左側にあるチェックボックスをオン

にし、[Logout] をクリックします。

• IDC ユーザをログアウトするには、[IDC] タブをクリックします。ログアウ

トする IDC ユーザの左側にあるチェックボックスをオンにし、[Logout] を
クリックします。

IDC ユーザをログアウトすると、ライセンスや RMS リソースを含むすべて
のリソースの割り当てがただちに解除されます。

IDC がオフライン モードで実行中のときは、Cisco IPICS サーバが IDC に
到達してユーザをログアウトしたこととチャネルまたは VTG がアクティブ
であることを通知できない場合、IDC のマルチキャスト オーディオは IDC 
ユーザのログアウト後も動作し続けます。ただし、IDC が REMOTE の場合

（つまり RMS に対してユニキャスト SIP コールを使用している場合）、
[IDC] タブの [Logout] をクリックすると、サーバはその IDC への専用 SIP 
接続を切断します。

• モバイル クライアント ユーザをログアウトするには、[Mobile] タブをク

リックします。ログアウトするモバイル ユーザの左側にあるチェックボッ

クスをオンにし、[Logout] をクリックします。

モバイル クライアント ユーザをログアウトすると、ライセンスや RMS リ
ソースを含むすべてのリソースの割り当てがただちに解除されます。

Status ダイヤルイン ユーザのステータスです。次のいず

れかが設定されます。

• Not Joined：ユーザはダイヤルインしていま

すが、チャネルまたは VTG にまだ参加して

いません。

• Listening：ユーザはダイヤルインし、チャネ

ルまたは VTG に参加して、聞いています。

• Talking：ユーザはダイヤルインし、チャネ

ルまたは VTG に参加して、現在話していま

す（PTT ボタンを押しています）。

表 2-19 [Active Users] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明
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• ダイヤルイン ユーザをログアウトするには、[Dialed-in] タブをクリックし

ます。ログアウトするダイヤルイン ユーザの左側にあるチェックボックス

をオンにし、[Logout] をクリックします。

ヒント 各ユーザ リストの上部にあるチェックボックスをオンにし、[Logout] を
クリックすることで、各タブに表示されているすべてのユーザをログア

ウトできます。

ステップ 4 タブのウィンドウをリフレッシュするには、リスト下部にある [Refresh] ボタン

をクリックします。

アクティビティ ログの管理
Cisco IPICS ログには、VTG のアクティビティについての情報（各チャネル、

ユーザ、VTG の ops ビュー、ログ エントリの作成者、ログ アクティビティの発

生時刻など）が保存されます。この情報は、いつでも参照できます。ログ アク

ティビティ情報は、履歴レポートとしても使用されます。

アクティビティ ログの検索やダウンロードは、[Activity Log Management] ウィ

ンドウで行います。このウィンドウには、[Logs] タブと [Archives] タブがあり

ます。[Activity Log Management] ウィンドウの詳細については、「[Activity Log 
Management] ウィンドウの概要」（P.2-101）を参照してください。

Cisco IPICS は、特定のタイプのアクティビティが発生した日時を追跡し、記録

します。Cisco IPICS にログインするアクティビティ タイプ、および ops ビュー

ごとに記録するアクティビティ タイプを指定する方法の詳細については、「ops 
ビューごとのアクティビティ ログの管理」（P.2-106）を参照してください。

アクティビティ ログを表示する方法を指定できます。

• ops ビューごと：リソースが属する ops ビューごとに表示します。

• チャネルごと：対象の PTT チャネルを使用するユーザと VTG を表示します。

• 無線ごと：対象の無線を使用するチャネル、ユーザ、VTG を表示します。

• ユーザごと：ユーザが関与した PTT チャネルと VTG を表示します。

• VTG ごと：対象の VTG に参加したユーザと PTT チャネルを表示します。
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アクティビティ ログを表示し、ダウンロードする方法の 詳細については、「アク

ティビティ ログの表示とダウンロード」（P.2-102）を参照してください。

[Activity Log Management] ウィンドウの概要

[Activity Log Management] ウィンドウには、表示するように選択した情報に応

じて、Cisco IPICS に設定されたチャネル、無線、ユーザ、または VTG が表示

されます。このウィンドウでは、アクティビティ ログ管理機能を実行すること

もできます。

[Activity Log Management] ウィンドウには [Logs] タブと [Archives] タブの 2 つの

タブがあり、これらのタブを使用してアクティビティ ログ情報を管理できます。

[Logs] タブでは、ops ビューやリソース タイプ（チャネル、無線、ユーザ、お

よび VTG）ごとに表示するように選択できます。また、日付の範囲に基づいて

特定のログを検索できます。システム管理者や ops ビュー管理者のロールが割り

当てられている場合は、日付範囲フィルタを適用し、システムから返されるログ

を 小限に抑えることができます。アクティビティ ログ リソース リストを、

ops ビューとリソース タイプごとにフィルタすると、1 つのリストからいずれか

のリソースを選択できます。検索フィルタの使用方法の詳細については、第 1 章
「検索ウィンドウの使用」を参照してください。

（注） ops ビュー管理者のロールが割り当てられているユーザは、そのユーザが属する 
ops ビューのアクティビティ ログだけを監視できます。特定の ops ビューが無効

であると、SYSTEM でデフォルトの ops ビューを使用してすべてのアクティビ

ティがログに記録されます。システム管理者は、すべての ops ビューのログを監

視できます。Cisco IPICS ロールの詳細については、「Cisco IPICS のロール」

（P.1-8）を参照してください。

Cisco IPICS アクティビティ ログの表示およびダウンロードの詳細については、

「アクティビティ ログの表示とダウンロード」（P.2-102）を参照してください。

[Archives] タブでは、[Administration] > [Options] ウィンドウに設定されたしき

い値の上限に従ってアーカイブ済みアクティビティ ログ ファイルをダウンロー

ドできます。Cisco IPICS オプションの管理方法の詳細については、

「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を参照してください。アーカイブ

済みアクティビティ ログのダウンロードの詳細については、「アーカイブ済みア

クティビティ ログのダウンロード」（P.2-104）を参照してください。
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表示コントロールの詳細については、「項目リストの移動」（P.1-19）を参照して

ください。

[Activity Logs Management] ウィンドウを開くには、

[Administration] > [Activity Log Management] ウィンドウに移動します。

アクティビティ ログの表示とダウンロード

アクティビティの詳細な分析を実行するため、アクティビティ ログを表示して

ダウンロードできます。ops ビューとリソース タイプに基づいて、任意のチャネ

ル、無線、ユーザ、または VTG についてアクティビティ ログを表示できます。

アクティビティ ログの表示やダウンロードは、[Activity Log Management] ウィ

ンドウで行います。

アクティビティ ログをダウンロードすると、Cisco IPICS により、次の操作が実

行されます。

• 指定した期間、ops ビュー、およびリソース タイプについて、すべてのアク

ティビティ ログを含む .xml ファイルが作成されます。

• Administration Console にアクセスしているコンピュータの指定のロケー

ションに、.xml ファイルがダウンロードされます。

ファイルには、指定した検索条件（ops ビュー、リソース タイプ、日付の範囲な

ど）に関連するログ エントリについての情報が含まれます。

アクティビティ ログを表示し、ダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Administration] > [Activity Log Management] 
ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [Logs] タブのドロップダウン リストから、表示またはダウンロードするアク

ティビティ ログの ops ビューを選択します。

ステップ 3 [Resource Type] ドロップダウン リストから、表示またはダウンロードするアク

ティビティ ログのリソース タイプを選択します。

ステップ 4 特定のリソースのアクティビティ ログだけを表示またはダウンロードするには、

[Resource Name] フィールドにアクティビティ ログのリソースの名前を入力し

ます。

ステップ 5 [Sort By] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
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• Date-and-Time：ログの日付と時刻でログがソートされます。

• Initiator-User-ID：ログ エントリを起動したユーザでログがソートされます。

• Affected-Source-Resource：影響を受けるリソースの名前でソートされます。

• Affected-Target-Resource：影響を受けるターゲット リソースの名前でソー

トされます。

ステップ 6 [From] フィールドに、表示またはダウンロードするアクティビティ ログの開始

日時を指定します。

ステップ 7 [To] フィールドに、表示またはダウンロードするアクティビティ ログの終了日

時を指定します。

ステップ 8 [Go] をクリックします。

選択した条件に基づいてアクティビティ ログが表示されます。

（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結

果ページの 1 ページあたりに表示するアクティビティ ログの行数を指定

できます。結果ページ間を移動するには、ウィンドウ下部にある矢印を

クリックし、[Go] をクリックします。

ステップ 9 検索条件をクリアするには、[Clear Filter] ボタンをクリックします。

ステップ 10 ログを PC にダウンロードするには、[Download Activity Logs] をクリックしま

す。

ステップ 11 ファイルをすぐに開くには、[Open] をクリックします。ファイルを PC に保存

するには、[Save] をクリックします。

（注） アクティビティ ログ ファイルは、.xml 形式です。

ステップ 12 Microsoft Excel でアクティビティ ログを表示するには、ファイルを目的のロ

ケーションに保存し、次のいずれかの操作を行います。

（注） 次の手順では、Microsoft Office Excel 2007 を使用して操作を実行して

います。
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• Microsoft Excel アプリケーションを使用して .xml ファイルを開きます。

[Open XML] ダイアログボックスで、[As an XML Table] ラジオ ボタンをク

リックします。

Microsoft Excel は、.xml ファイル ソース データに基づいてスキーマを作成

します。

• .xml ファイルを保存したロケーションに移動し、次の操作を行います。

– ファイルを右クリックします。

– [Open With] > [Choose Program] を選択します。

– [Open With] ダイアログボックスで [Microsoft Excel] を選択します （プ
ログラムのリストに Excel アプリケーションが表示されない場合は、
[Browse] をクリックし、アプリケーションを指定します）。

– [OK] をクリックします。

– [Open XML] ダイアログボックスで、[As a read-only workbook] ラジオ 
ボタンをクリックします。

ステップ 13 アーカイブ済みアクティビティ ログを表示またはダウンロードするには、「アー

カイブ済みアクティビティ ログのダウンロード」（P.2-104）で説明した手順を

実行します。

アーカイブ済みアクティビティ ログのダウンロード

アーカイブ済みアクティビティ ログをダウンロードできます。Cisco IPICS で
は、Administration Console の [Administration] > [Options] ウィンドウで指定

したしきい値に基づいてアクティビティ ログがアーカイブされます。[Options] 
ウィンドウの詳細については、「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を

参照してください。

アーカイブ済みアクティビティ ログをダウンロードするには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Administration] > [Activity Log Management] 
ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [Archives] タブをクリックします。
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表 2-20 を使用して、[Archive Status] ペインのフィールドについて説明します。

ステップ 3 [Archived Files] ドロップダウン リストから、ダウンロード対象とするアーカイ

ブ済みアクティビティ ログ ファイルを選択します。

（注） アーカイブされたログ ファイルがない場合は、[Archived Files] ドロップ

ダウン リストと [Download] ボタンは無効になり、グレー表示されます。

ステップ 4 [Download] をクリックします。

ステップ 5 このファイルをすぐに開くには、[Open] をクリックします。ファイルを PC に
保存するには、[Save] をクリックします。

表 2-20 [Archive] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明

Archive Time（表示専用） Cisco IPICS でアクティビティ ログ ファイルが

アーカイブされた時刻です。

Archive Status（表示専用） ログ ファイルが正常にアーカイブされたかどう

かを示します。

Archive Count（表示専用） 後にアーカイブで、アーカイブされたログ エ
ントリの数を示します。

[Archived Files] ドロップダ

ウン リスト

アーカイブされたファイルの名前が表示されま

す。

[Download] ボタン このボタンをクリックすると、アーカイブされ

た Cisco IPICS アクティビティ ログがダウン

ロードされます。
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（注） Microsoft Excel はマルチルート .xml ドキュメントをサポートしていない

ため、ファイルを開く前に、ダウンロードしたアーカイブ済みアクティビ

ティ ログ ファイルの先頭に <activity_logs>、末尾に </activity_logs> を追

加します。このテキストを追加すると、ファイルでは、ルート要素だけが

変更されます。

ダウンロードしたアーカイブ済みアクティビティ ログ ファイルの名前が 
ipics_activity.xml.<1-24> であるときは、Microsoft Excel でファイルを開

く前にファイル名を ipics_Activity<1-24>.xml に変更し、.xml 拡張子が

ファイル名の末尾にくるようにします。ファイル名を変更することによ

り、Excel はこのファイルを .xml ファイルとして認識します。

ops ビューごとのアクティビティ ログの管理
[Activity Log Options] ウィンドウでは、ops ビューごとに、Cisco IPICS でログ

に記録するアクティビティを指定できます。たとえば、VTG が特定の ops 
ビューでアクティブになったときだけログに記録し、他のアクティビティはログ

に記録しない場合は、該当の ops ビューの [Resource Creation and Deletion] の
アクティビティ タイプを選択します。

表 2-21 を使用して、ops ビューごとにログに記録できるアクティビティのタイ

プについて説明します。

表 2-21 ops ビューごとのアクティビティ ログのタイプ

アクティビティ タイプ 説明

Cisco Unified IP Phone アクティ

ビティ

Cisco IPICS で Cisco Unified IP Phone ア
クティビティが生じるたびに、ログが作成

されます。

ダイヤルイン アクティビティ Cisco IPICS でダイヤルイン アクティビ

ティが生じるたびに、ログが作成されます。

HAACTION ハイ アベイラビリティ アクティビティが

生じるたびに、ログが作成されます。
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Administration Console の [Activity Log Options] ウィンドウにアクセスするに

は、[Administration] > [Activity Log Options] に移動します。

ops ビューごとにアクティビティ ログを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Administration] > [Activity Log Options] ウィン

ドウに移動します。

ステップ 2 [Ops View] ドロップダウン リストから、記録するアクティビティを指定する 
ops ビューを選択します。

IDC アクティビティ Cisco IPICS で IDC アクティビティが生じ

るたびに、ログが作成されます。

ライセンス可能機能アクティビ

ティ

Cisco IPICS でアクティビティが生じるた

びに、ログが作成されます。

リソースの関連付けのアクティビ

ティ

Cisco IPICS でリソースが関連付けられる

たびに、ログが作成されます。

リソース作成および削除のアク

ティビティ

Cisco IPICS でリソース（VTG、ユーザ、

チャネルなど）が作成または削除されるた

びに、ログが作成されます。

システム アクティビティ Cisco IPICS でシステム アクティビティ

（音声リソース アクティビティなど）が生

じるたびに、ログが作成されます。

仮想トーク グループ アクティビ

ティ

Cisco IPICS で VTG アクティビティが生じ

るたびに、ログが作成されます。

表 2-21 ops ビューごとのアクティビティ ログのタイプ （続き）

アクティビティ タイプ 説明
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（注） Cisco IPICS で記録できるすべてのアクティビティ タイプが、

[Unselected Activity Types] 領域にリストされます。この ops ビューに

ついて、Cisco IPICS で記録する特定のアクティビティ タイプを指定す

るには、該当するアクティビティを [Selected Activity Types] リストに

移動する必要があります。どのアクティビティ タイプも [Selected 
Activity Types] リストに移動しないと、この ops ビューのすべてのアク

ティビティ タイプが記録されます。アクティビティ タイプを 
[Unselected Activity Types] リストに移動すると、そのタイプについて

以前に記録されたアクティビティはシステムから削除されませんが、今

後は記録されなくなります。

ステップ 3 ある ops ビューについて、Cisco IPICS で記録するアクティビティ タイプを選択

するには、次のいずれかの操作を行います。

• リスト間でアクティビティ タイプを移動するには、アクティビティ タイプ

をクリックして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。または、ア

クティビティ タイプをダブルクリックします。

• リスト間で一度に複数のアクティビティ タイプを移動するには、Shift キー

または Ctrl キーを押しながらアクティビティ タイプをクリックし、[>] ま
たは [<] をクリックします。

• リスト間で一度にすべてのアクティビティ タイプを移動するには、[>>] ま
たは [<<] をクリックします。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

Cisco IPICS オプションの管理
Cisco IPICS には、システム プリファレンスを調整し、[Options] ウィンドウで

の特定のオプションを有効または無効にするための機能が備えられています。

Cisco IPICS では、いつでもデフォルトの設定を復元できます。

[Options] ウィンドウに表示される情報は、次のようなタブに示されます。

• [General] タブ：システムおよびデバイスに影響を与えるさまざまなオプ

ションを設定するときに使用します。
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• [Passwords] タブ：ユーザのパスワード オプションを設定するときに使用し

ます。

• [IDC] タブ：IDC 設定オプションを設定するときに使用します。

システム オプションに変更を加えると、Cisco IPICS によって検出され、ただち

に変更内容が調整されます。変更内容を有効にするために、その他の操作を行う

必要はありません。

Administration Console の [Options] ウィンドウにアクセスするには、

[Administration] > [Options] に移動します。

[Options] ウィンドウに表示されるオプションは、次のように使用できます。

• [General] タブ、[Passwords] タブ、および [IDC] タブに表示されるフィール

ドを編集することで、Cisco IPICS オプション設定をカスタマイズできます。

（注） 設定に変更を加えたときは、必ず [Save] をクリックしてください。

• すべての設定をデフォルトの値に復元するには、[Restore Defaults] をク

リックします。

表 2-22、表 2-23、および表 2-24 を使用して、[Options] ウィンドウのフィール

ドについて説明します。
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表 2-22 [Options] ウィンドウの [General] タブ

設定 説明 デフォルト設定

[RMS] ペイン

Disable RMS Comparator RMS コンパレータは、RMS の応答性の

チェック、および設定に変更が行われている

かどうかのチェックを行うメカニズムです。

RMS 設定に変更が加えられており、これら

の変更が Cisco IPICS サーバに反映されてい

ない場合、RMS コンパレータは設定を自動

的に更新し、2 つのコンポーネントが同期化

するようにします。

RMS コンパレータは遅延に影響することが

あるため、このチェックボックスをオンにし

て RMS コンパレータを無効にできます。

（注） 衛星リンクのように高遅延帯域幅お

よび低帯域幅で接続している場合は、

このチェックボックスをオンにする

必要があります。

このチェックボックスは、

デフォルトでオフになっ

ています。

[Disable RMS 
Comparator] チェック

ボックスがオンになって

いると、[RMS Polling 
Frequency] フィールドは

グレー表示されます。

RMS Polling Frequency RMS コンパレータ機能には、[RMS] ウィン

ドウにリストされているすべての RMS コン

ポーネントにサーバが到達可能であるかどう

かを定期的にチェックするポーリング メカニ

ズムが備えられています。

この設定には、秒単位で値を指定します。デ

フォルトを変更するには、現在の設定をダブ

ルクリックし、新しい値を入力します。

有効な値は、1 ～ 32767 です。

デフォルトのチェック間

隔は 10 分に設定されてい

ます。

[Activity Logs] ペイン
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Maximum Activity Logs Cisco IPICS アクティビティ ログによって使

用されるデータベース スペースの 大容量の

設定です。詳細については、第 12 章
「Cisco IPICS のサービサビリティ情報および

診断情報の概要」を参照してください。

この設定には、メガバイト（MB）単位で値

を指定します。デフォルトを変更するには、

現在の値をダブルクリックし、新しい値を入

力します。

有効な値は、1 ～ 250 です。

アクティビティ ログのデ

フォルトの 大スペース

は 50 MB に設定されてい

ます。

Activity Log Retention 
Period

Cisco IPICS がアクティビティ ログ エントリ

を保持する日数を指定します。この日数に達

すると、ログはローリング アーカイブ ログ

に書き込まれます。アーカイブ ログ ファイ

ルは、ローリング ファイルの数がシステムで

設定されているアーカイブ ファイルの 大数

に達して上書きされるまで、維持されます。

有効な値は、1 ～ 365 です。

デフォルトは 90 日に設定

されています。

[Cisco Unified IP Phone] ペイン

Cisco Unified IP Phone 
Timeout Period

Cisco Unified IP Phone が非アクティブに

なってから指定の時間が経過したときに、

ユーザに強制的に再度ログインを実行させる

かどうかを指定します。

（注） タイムアウト時間を無効にするには、

値を 0 に設定します。

この設定には、分単位で値を指定します。デ

フォルトを変更するには、現在の値をダブル

クリックし、新しい値を入力します。

有効な値は、0 ～ 99999 です。

デフォルトは 30 分に設定

されています。

表 2-22 [Options] ウィンドウの [General] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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[Cisco IPICS Session] ペイン

Cisco IPICS Session 
Timeout Period

Cisco IPICS セッションが非アクティブに

なってから指定の時間が経過したときに、

ユーザに強制的に再度ログインを実行させる

かどうかを指定します。

（注） タイムアウト時間を無効にするには、

値を 0 に設定します。

この設定には、分単位で値を指定します。デ

フォルトを変更するには、現在の値をダブル

クリックし、新しい値を入力します。

有効な値は、0 ～ 99999 です。

デフォルトは 30 分に設定

されています。

[Incident Archive] ペイン

Maximum File Size アーカイブ ファイルの 大サイズ（MB 単
位）を指定します。アーカイブ ファイルがこ

のサイズに達すると、古い情報が削除されて

いきます。

デフォルトは 50 MB に設

定されています。

Retention Period Cisco IPICS で非アクティブのインシデント

をアーカイブせずに保持する日数を指定しま

す。インシデントはアーカイブされるまで、

[Incidents] ウィンドウから再アクティブ化で

きます。

デフォルトは 30 日に設定

されています。

Archive File Name アーカイブ ファイルが保存される 
Cisco IPICS サーバ上のロケーションと、

アーカイブ ファイルの名前を指定します。

デフォルトのロケーショ

ンおよびファイル名は、
/idspri/archive/incident/ 
ipics_incident_archive.zip 
になります。

Run at Cisco IPICS で毎日、アーカイブ プロセスが

実行されるサーバ時間です。この時間になる

と、非アクティブ化から 30 日間（デフォル

ト）か、またはユーザが設定した保持期間が

経過したインシデントがすべてアーカイブさ

れます。

デフォルトの時間は、

サーバ時間の 00:00（午

前 0 時）です。

表 2-22 [Options] ウィンドウの [General] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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[Operator Role Assignments] ペイン

Restrict Operator Role 
assignments

このチェックボックスをオンにすると、オペ

レータ ロールを割り当てられたユーザは、

（自分自身を含む）ユーザに対してオペレー

タ、ディスパッチャ、ops ビュー管理者の

ロールだけを付与できるようになります。

オフに設定されています。

IDC ダイヤラ用の CUCM 設定

CUCM Host Name or IP 
Address

IDC がダイヤラ機能のために使用する Cisco 
Unified Communications Manager または 
Cisco Unified Communications Manager 
Express の、ホスト名または IP アドレスです。

—

表 2-22 [Options] ウィンドウの [General] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ

設定 説明 デフォルト設定

[User Passwords] ペイン

Minimum Password 
Length

[Home] > [My Profile] ウィンドウで 
Cisco IPICS パスワードを作成または変更す

るときに、ユーザが入力する文字の 小数を

指定します。「ユーザ プロファイルの管理」

（P.4-2）を参照してください。

ドロップダウン リストを使用して、新しい設

定を選択します。 小の長さは、4 ～ 20 文字

に設定できます。

強力なパスワードにするため、8 文字以上の

パスワードを作成し、次の文字を含めるよう

にしてください。

• 1 文字以上の英小文字 

• 1 文字以上の英大文字

• 1 文字以上の数字

• 1 つ以上の次の特殊文字

@ [ ] ^ _ ` !'' # $ % & ' ( ) * + , - ./ : ; { < 
| = } > ~ ?

有効な値は、4 ～ 20 です。

デフォルトは 8 文字に設

定されています。

Minimum Digit Password 
Length

Administration Console の [Home] トレイに

ある [My Profile] ウィンドウで数字パスワー

ドを作成または変更するときに、ユーザが入

力する数字の 小数を指定します。

ドロップダウン リストを使用して、新しい設

定を選択します。 小の長さは、4 ～ 10 文字

に設定できます。

有効な値は、4 ～ 10 です。

デフォルトは 4 文字に設

定されています。
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Minimum Lower Case 
Letter Count

Administration Console の [Home] トレイに

ある [My Profile] ウィンドウで Cisco IPICS 
ログイン パスワードを作成または変更すると

きに、ユーザが入力する英小文字の 小数を

指定します。

このフィールドには、[Minimum Password 
Length] フィールドに指定されている数にか

かわらず、0 以上の数を入力します。

（注） このフィールドに、[Minimum 
Password Length] フィールドに設定

されている数よりも大きい数は設定

できません。

有効な値は、0 ～ 20 です。

デフォルトは 1 文字に設

定されています。

Minimum Upper Case 
Letter Count

Administration Console の [Home] トレイに

ある [My Profile] ウィンドウで Cisco IPICS 
ログイン パスワードを作成または変更すると

きに、ユーザが入力する英大文字の 小数を

指定します。

このフィールドには、[Minimum Password 
Length] フィールドに指定されている数にか

かわらず、0 以上の数を入力します。

（注） このフィールドに、[Minimum 
Password Length] フィールドに設定

されている数よりも大きい数は設定

できません。

有効な値は、0 ～ 20 です。

デフォルトは 1 文字に設

定されています。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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Minimum Numeric 
Character Count

Administration Console の [Home] トレイに

ある [My Profile] ウィンドウで Cisco IPICS 
ログイン パスワードを作成または変更すると

きに、ユーザが入力する数字の 小数を指定

します。

このフィールドには、[Minimum Password 
Length] フィールドに指定されている数にか

かわらず、0 以上の数を入力します。

（注） このフィールドに、[Minimum Digit 
Password Length] フィールドに設定

されている数よりも大きい数は設定

できません。

有効な値は、0 ～ 20 です。

デフォルトは 1 文字に設

定されています。

Minimum Special 
Character Count

Administration Console の [Home] トレイに

ある [My Profile] ウィンドウで Cisco IPICS 
ログイン パスワードを作成または変更すると

きに、ユーザが入力する特殊文字の 小数を

指定します。

このフィールドには、[Minimum Password 
Length] フィールドに指定されている数にか

かわらず、0 以上の数を入力します。

有効な値は、0 ～ 20 です。

デフォルトは 1 文字に設

定されています。

Password History Count Cisco IPICS により以前使用されたものとし

てマークされ、ユーザが再び使用できないパ

スワードの数を指定します。

たとえば、[Password History Count] を 5 に
設定すると、ユーザは過去に 5 回使用したパ

スワードを使用できなくなります。

（注） この設定は、ipics ユーザ ID または 
ipicsadmin ユーザ ID には適用されま

せん。

有効な値は、0 ～ 999 です。

デフォルトは過去に 5 回
使用したパスワードに設

定されています。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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[Password Expiration] ペイン

Apply User Password 
Expiration

[Password Expiration] フィールドに指定され

ている値を適用するかどうかを指定します。

このチェックボックスをオフにすると、ユー

ザ パスワードや数字パスワードに期限は適用

されません。

有効な値は、true または false です。

このチェックボックスは、

デフォルトでオフになっ

ています。

このチェックボックスが

オフになっていると、
[Password Expiration] 
フィールドと [Password 
Expiration Notification] 
フィールドはグレー表示

されます。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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Password Expiration Cisco IPICS ユーザ パスワードや数字パス

ワードが期限切れになるまでの日数を指定し

ます。たとえば、値が 180 日であると、パス

ワードは作成した日から 180 日後に期限切れ

となります。

（注） パスワードの期限が切れないように

するには、[Apply User Password 
Expiration] 設定にあるチェックボッ

クスをオフにします。ユーザの [My 
Profile] ウィンドウにある [Password 
Expiration Date] フィールドに、

[Never Expired] メッセージが表示さ

れます。

ヒント Cisco IPICS の移行後、パスワード 
セキュリティを高めるため、すべて
のユーザに対してログイン パスワー
ドの更新を求めることがあります。

移行後にログイン パスワードの更新
を強制的に行うようにするには、
[Password Expiration Days] 設定を 1 
に設定します。この設定から 1 日が
経過すると、設定を 180 日に戻すこ
ともできますし、それ以外の目的の
日数を指定することもできます。こ
の操作により、（移行後）指定期間中
に Cisco IPICS にログインしたユー
ザは、強制的にログイン パスワード
を変更するように求められます。

有効な値は、1 ～ 999 です。

デフォルトは 180 日に設

定されています。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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Password Expiration 
Notification

パスワードが期限切れになる前にユーザが警

告を受け取る日数を指定します。たとえば、

日数を 3 に指定すると、ユーザはパスワードが

期限切れになる 3 日前に警告を受け取ります。

（注） この設定は、ipics ユーザ ID または 
ipicsadmin ユーザ ID には適用されま

せん。

ヒント すぐにパスワードの期限が切れるよ
うにするには、値を 1 日に設定しま
す。ユーザは、次の日に Cisco IPICS 
にログインしたときにパスワードの
変更を求められます。

有効な値は、1 ～ 999 です。

デフォルトは 3 日に設定

されています。

[User Account Lockout] ペイン

Apply User Account 
Lockout

[Maximum Invalid Login Attempts Allowed] 
フィールドに設定された値を Cisco IPICS が
適用するかどうかを指定します。このチェッ

クボックスがオンになっている場合、ユーザ

が無効なログイン試行を 大回数を超えて繰

り返すと、ユーザ アカウントはロックされ、

アカウントのロックが解除されるまでユーザ

は Cisco IPICS にログインできなくなります。

アカウントのロックを解除する方法の詳細に

ついては、第 3 章「Cisco IPICS オペレータ

のタスク」を参照してください。

（注） この設定は、ipics ユーザ ID または 
ipicsadmin ユーザ ID には適用されま

せん。

このチェックボックスをオフにすると、アカ

ウントのロックアウトは適用されません。

有効な値は、true または false です。

このチェックボックスは、

デフォルトでオフになっ

ています。

このチェックボックスが

オフになっていると、
[Maximum Invalid Login 
Attempts Allowed] フィー

ルドと [Failed Password 
Attempt Expiration] 
フィールドはグレー表示

されます。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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Maximum Invalid Login 
Attempts Allowed

ユーザが無効なログイン情報（ユーザ名 /パス

ワード）を使用して Cisco IPICS へのログイ

ンを試行できる 大回数を指定します。この

回数を超えてログインを試行すると、ユーザ 
アカウントはロックアウトされます。ログイ

ン試行の失敗は、連続してカウントされます。

有効な値は、1 ～ 999 です。

（注） ユーザ パスワードの無効なログイン

試行のカウントは、数字パスワード

の無効なログイン試行のカウントと

は別個のものですが、いずれかのパ

スワードで無効なログイン試行のカ

ウントが上限を超えると、そのユー

ザ アカウントはロックされます。

ユーザ アカウントのロックが解除さ

れると、無効なログイン試行のカウ

ントは 0 にリセットされます。

ユーザが Cisco IPICS でロックアウトされる

と、ユーザ ID がロックされ、システム管理

者またはオペレータに連絡する必要があるこ

とを知らせるメッセージが表示されます。

ユーザ アカウントのロックを解除する方法の

詳細については、第 3 章「Cisco IPICS オペ

レータのタスク」を参照してください。

デフォルトは 5 回の試行

に設定されています。

Failed Password Attempt 
Expiration

ユーザが無効なログイン試行の 大数に達し

たとき、[Maximum Invalid Login Attempts 
Allowed] フィールドの値を 0 にリセットす

るまでの時間を指定します。

有効な値は、1 ～ 999 です。

デフォルトは 8 時間に設

定されています。

表 2-23 [Options] ウィンドウの [Passwords] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
2-120
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    Cisco IPICS オプションの管理
表 2-24 [Options] ウィンドウの [IDC] タブ

設定 説明 デフォルト設定

[Configuration] ペイン

IDC Update Poll IDC が更新を行うためにサーバをポーリング

する頻度を指定します。詳細については、リ

リース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User 
Guide』を参照してください。

この設定には、秒単位で値を指定します。デ

フォルトを変更するには、現在の設定をダブ

ルクリックし、新しい値を入力します。

有効な値は、3 ～ 3600 です。

デフォルトのポーリング

間隔は 5 秒に設定されて

います。

[IDC Activity Logs] ペイン

Disable IDC Activity Log 
Upload

このチェックボックスをオンにすると、IDC 
では、サーバへのログのアップロードが行わ

れません。

（注） 衛星リンクのように高遅延帯域幅お

よび低帯域幅で接続している場合は、

このチェックボックスをオンにする

必要があります。

有効な値は、true または false です。

このチェックボックスは、

デフォルトでオフになっ

ています。

このチェックボックスを

オンにすると、[IDC Log 
Upload Frequency] フィー

ルドと [IDC Send Logs on 
Rollover] フィールド /
チェックボックスはグ

レー表示されます。
2-121
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    Cisco IPICS オプションの管理
IDC Log Upload 
Frequency (IDC to server)

IDC クライアントで Cisco IPICS サーバに

アップロードするアクティビティ ログの準備

が整うと、IDC アプリケーションにより、ロ

グはキューに配置されます。IDC クライアン

トは定期的にキューをチェックし、アップ

ロードを待機しているログをサーバにアップ

ロードします。ログ ファイルは、ユーザ ID 
と IDC ID に基づいて 
$TOMCAT_HOME/webapps/ipics_server/p
mclogs ディレクトリにコピーされます。アッ

プロードに失敗したログ ファイルはキューに

戻され、後でアップロードされます。

この設定では、チェック間隔を秒単位で指定

します。デフォルトを変更するには、現在の

設定をダブルクリックし、新しい値を入力し

ます。

（注） Cisco IPICS では、アーカイブ ユー

ティリティを使用して、サーバに

アップロードされた IDC ログ ファイ

ル（デバッグ ログなど）のアーカイ

ブや削除が行われます。このユー

ティリティは 1 日に 1 回実行され、

15 日以上経過しているログ ファイル

をチェックして、該当するファイル

を削除します。全ファイル サイズが 
5 GB を超える場合は、合計サイズが 
5 GB より小さくなるまで、 も古い

ファイルが削除されます。

IDC ログ ファイルの詳細については、

「[IDC] タブからのエンド デバイスの管理」

（P.3-18）を参照してください。

有効な値は、60 ～ 32767 です。

デフォルトのアップロー

ド頻度は 600 秒（10 分）

に設定されています。

表 2-24 [Options] ウィンドウの [IDC] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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IDC Send Logs on 
Rollover

Cisco IPICS では、 大サイズ 1 MB を基準に

して IDC UserInterface.log、
Authentication.log、および 
ChannelStatistics.log のログ ファイルが定義さ

れます。これらのログ ファイルのいずれかが

事前に定義された上限に達すると、システム

により新しいログ ファイルが作成されます。

このオプションを有効にすると、

Cisco IPICS サーバはファイル サイズ ロール

オーバーに基づいて IDC からログ ファイル

を取得し、アップロード済みのログ ファイル

の名前を変更してアーカイブ コピーを反映し

ます。このオプションを有効にしないと、

ファイルのサイズが上限に達したときに、

IDC によりログ ファイルは削除されます。

次の事項に注意してください。

• このチェックボックスをオンにすると

（true に設定すると）、DebugLog.txt ファ

イルには 1 MB のサイズの上限は適用さ

れず、要求時または IDC の起動時にだけ

サーバへのアップロードが行われます。

このチェックボックスをオフにすると、

DebugLog.txt ファイルはアップロードさ

れません。

• ChannelActivity.log ファイルは、10 分
ごとに（または [IDC Log Upload 
Frequency] フィールドに設定した間隔ご

とに）サーバにアップロードされます。

有効な値は、true または false です。

IDC では、ロールオー

バー時にファイルがアッ

プロードされます

（チェックボックスがオン

になっている場合）。

表 2-24 [Options] ウィンドウの [IDC] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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IDC バージョンの管理
Cisco IPICS サーバは、1 つまたは複数の IDC バージョンのリポジトリを管理し

ます。ユーザは ID ユーティリティの現在のバージョンをダウンロードすること

で、都合の良いときに IDC クライアントを更新できます（詳細については

「IDC のダウンロード」（P.4-22）を参照してください）。

（注） ユーザが PC クライアントに IDC をダウンロードしてインストールできるよう

に、この項で説明する IDC の設定手順を実行してください。

Cisco IPICS を初めてインストールするときは、IDC パッケージはサーバにあり

ます。対象バージョン用の IDC インストーラを生成して、IDC ユーザがダウン

ロードできるようにする必要があります。

後続バージョンの IDC の準備が整ったら、新しい IDC パッケージを 
Cisco IPICS サーバにアップロードし、IDC ユーザが IDC クライアントにダウ

ンロードできるようにします。

IDC Activity Log Update Cisco IPICS サーバは IDC クライアント マシ

ンからアクティビティ ログを収集し、その情

報を使用してデータベースを定期的に更新し

ます。Cisco IPICS データベースでは、この

データが解析され、編成されて、

Administration Console の [Activity Log] 
ウィンドウから実行されるクエリで利用でき

るようになります。

この設定には、秒単位で値を指定します。デ

フォルトを変更するには、現在の設定をダブ

ルクリックし、新しい値を入力します。

有効な値は、30 ～ 32767 です。

デフォルトの更新頻度は 
600 秒（10 分）に設定さ

れています。

表 2-24 [Options] ウィンドウの [IDC] タブ （続き）

設定 説明 デフォルト設定
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IDC から Cisco IPICS サーバにログインすると、IDC により、更新が可能な（ま

たは更新が必要な）新しいバージョンがあるかどうかが確認されます。IDC 
バージョンを設定して、更新が必要（または望ましい）かどうかを指定します。

IDC バージョン設定の詳細については、「IDC バージョンの状態の変更」

（P.2-128）を参照してください。

Cisco IPICS システム管理者は、次のような IDC バージョン管理タスクを実行で

きます。

• 「IDC バージョンの Cisco IPICS サーバへのアップロード」（P.2-127）

• 「IDC バージョンの状態の変更」（P.2-128）

• 「IDC バージョンの削除」（P.2-129）

• 「IDC バージョンの削除」（P.2-129）

IDC バージョン更新タスクは、[IDC Versions] ウィンドウで行います。このウィ

ンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細については、「[IDC 
Versions] ウィンドウの概要」（P.2-125）を参照してください。

[IDC Versions] ウィンドウの概要

[IDC Versions] ウィンドウでは、IDC アップデートの対象となる IDC バージョ

ンについての情報を指定できます。また、新しい IDC バージョンを Cisco IPICS 
サーバにアップロードすることも可能で、Cisco IPICS サーバにアップロードさ

れている各 IDC バージョンについての情報もリストされます。

Administration Console で [IDC Versions] ウィンドウを表示するには、[IDC 
Management] > [IDC Versions] に移動します。

表 2-25 を使用して、[IDC Versions] ウィンドウの項目について説明します。
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表 2-25 [IDC Versions] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

[Upgrade Package] 
フィールド

Cisco IPICS サーバに

アップロードする IDC 
バージョンを指定します。

「IDC バージョンの 
Cisco IPICS サーバへの

アップロード」

（P.2-127）を参照してく

ださい。
[Browse] ボタン このボタンをクリックす

ると、Cisco IPICS サー

バにアップロードする 
IDC バージョン アップ

グレード パッケージが含

まれるロケーションを参

照できます。

[Upload] ボタン このボタンをクリックす

ると、新しい IDC バー

ジョンが Cisco IPICS 
サーバにアップロードさ

れます。

[Priority] フィールド IDC バージョンのプリ

ファレンスの順序を指定

します。

[Version] フィールド IDC バージョン アップグ

レード パッケージに割り

当てられた一意のバー

ジョン番号を指定します。

[Name] フィールド 一意の ID を IDC バー

ジョン アップグレード 
パッケージに割り当てる

ことができます。

[State] フィールド アップグレード パッケー

ジに割り当てられたプラ

イオリティ（状態）を指

定します。

「IDC バージョンの状態

の変更」（P.2-128）を参

照してください。

[Delete] ボタン このボタンをクリックす

ると、Cisco IPICS サー

バから IDC バージョン

が削除されます。

「IDC バージョンの削除」

（P.2-129）を参照してく

ださい。
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IDC バージョンの Cisco IPICS サーバへのアップロード

新しい IDC バージョンをアップロードすると、PC の指定されたロケーションか

ら Cisco IPICS サーバにアップグレード パッケージ ファイルがコピーされます。

IDC バージョンを Cisco IPICS サーバにアップロードするには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Versions] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 Cisco から入手した IDC バージョン アップグレード パッケージを指定するには、

[Browse] をクリックします。

ステップ 3 [Choose File] ウィンドウで、アップロードする IDC バージョンを指定し、

[Open] をクリックします。

選択したファイルが [Upgrade Package] フィールドに表示されます。

ステップ 4 [Upload] をクリックします。

Cisco IPICS により、PC から Cisco IPICS サーバにファイルがアップロードさ

れます。IDC バージョンが [IDC Versions] リストに表示されます。

IDC バージョンの状態に

関するドロップダウン リ
スト

このリスト ボックスから

選択して、IDC バージョ

ンの状態を設定します。

「IDC バージョンの状態

の変更」（P.2-128）を参

照してください。

[Change State] ボタン このボタンをクリックす

ると、IDC バージョンの

状態が変更されます。

表 2-25 [IDC Versions] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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（注） 新しい IDC バージョンはすべて、デフォルトで非運用状態で保存されま

す。状態を [Recommended] または [Mandatory] に変更しない限り、

IDC ユーザはバージョンをダウンロードできません。詳細については、

「IDC バージョンの状態の変更」（P.2-128）を参照してください。

IDC バージョンの状態の変更

[IDC Versions] ウィンドウでは、IDC バージョンのさまざまな状態を指定できま

す。状態を使用すると、ある IDC ユーザにとって IDC バージョンへの更新が望

ましい（または必要）かどうかを指定できます。IDC の状態は次のとおりです。

• Recommended：この状態を選択すると、IDC クライアントが次に Cisco 
IPICS サーバをポーリングするときに、実行中の IDC バージョンと推奨さ

れる IDC バージョンが比較されます。IDC クライアントが推奨されるバー

ジョンと一致しない場合は、IDC が推奨バージョンへのアップグレードのオ

プションを提示します。ユーザがアップグレードを拒否すると、既存の IDC 
バージョンが動作し続けます。

• Mandatory：この状態を選択すると、IDC クライアントが次に Cisco IPICS 
サーバをポーリングするときに、実行中の IDC バージョンと推奨される IDC 
バージョンが比較されます。IDC クライアントが必須のバージョンと一致し

ない場合は、IDC がこのバージョンへのアップグレードを要求します。

• Not Specified：この状態を選択すると、IDC クライアントは実行中の IDC 
バージョンとこの IDC バージョンを比較しません。[Not Specified] 状態の 
IDC バージョンにはアップデートできません。

IDC バージョンが [IDC Versions] ウィンドウのフィールドに表示されるように

するには、該当の IDC バージョンを Cisco IPICS サーバにアップロードする必

要があります。

IDC バージョンの状態を自動アップデート用に変更するには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Versions] ウィンドウに

移動します。
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ステップ 2 変更する IDC バージョンの横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 ドロップダウン リストから、目的の状態を選択します。

ステップ 4 [Change State] ボタンをクリックします。

IDC バージョンの削除

IDCC バージョンを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Versions] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 削除する IDC バージョンのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

選択したバージョンの削除を確認するメッセージが表示されます。

ステップ 4 IDC バージョンを削除するには、[OK] をクリックします。

このバージョンの IDC が、サーバから完全に削除されます。

IDC バージョンを削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

IDC アラート トーンの管理
IDC トーン ブロードキャスト wave（.wav）ファイルには、アラートを発する

トーン（以後「アラート トーン」と記述）が含まれています。アラート トーン

を使用すると、さまざまな Cisco IPICS ユーザに対して同時にブロードキャスト

を行うことができます。Cisco IPICS は、アラート トーンを Cisco IPICS サーバ

上のセットに保存します。アラート トーン セットは .zip ファイルにパッケージ

化されます。このパッケージはサーバにアップロードでき、IDC ユーザは、そ

のパッケージを自分のクライアント マシンにダウンロードできます。
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アラート トーン セットは ops ビューに関連付けられます。したがって、各 IDC 
ユーザは ops ビューの関連付けに基づいて、1 つのトーン セットだけを表示でき

ます。ops ビューの詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と

管理」を参照してください。

IDC アラート トーン機能では、互換性のあるアラート トーン ファイルを使用する

必要があります。このファイルは、次の条件を満たしていなければなりません。

• パルス符号変調（PCM）.wav ファイル

• 8 ビット モノラル サンプル、サンプリング レート 8000 Hz

• リトル エンディアン、16 ビット モノ コーデック

• –2 db に正規化

• 「ポン」という音や「カチッ」という音を除去するまたは 小限にするため、

無音（偏差 0）で開始および終了する

Cisco IPICS システム管理者は、次のようなアラート トーン管理機能を実行でき

ます。

• 「IDC アラート トーン セットの作成」（P.2-130）

• 「IDC アラート トーン セットの追加」（P.2-132）

• 「IDC アラート トーン セットの表示または編集」（P.2-133）

• 「ops ビューへのアラート トーン セットの関連付け」（P.2-134）

• 「IDC アラート トーンの削除」（P.2-135）

IDC アラート トーン セットの作成

IDC にダウンロードされたアラート トーンを提供するには、 初に IDC アラー

ト トーン セットを作成し、そのセットを Cisco IPICS サーバにアップロードし

ます。トーン セットを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS IDC がインストールされている PC で、次のディレクトリに移動し

ます。

C:¥Program Files¥Cisco Systems¥Cisco IDC 4.0

ステップ 2 新しい空のディレクトリを作成し、example-toneset.zip ファイルのすべてのコ

ンテンツを新しいディレクトリに抽出します。
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このファイルには、サンプル アラート トーン セットが含まれます。

ステップ 3 このディレクトリに、目的のサウンド ファイル（.wav 形式）を追加します。

このファイルは、–2 db に正規化されており、PCM 8KHz の署名リトル エン

ディアンの 16 ビット モノ コーデックである必要があります。

ステップ 4 メモ帳を使用して、サンプル アラート トーンの .xml ファイルを開きます。

（注） .xml ファイルに表示される .wav ファイルの順序により、IDC に表示さ

れるアラート トーンの順序が決まります。

ステップ 5 メモ帳で、次の例に示すように、新しいアラート トーンを追加するか、または

既存のアラート トーンを削除します。

<file item="1" name="stop.wav" displayName="STOP" type="tone" 
priority="required" />
<file item="2" name="message.wav" displayName="Message" type="tone" 
priority="required" />
<file item="3" name="siren.wav" displayName="Siren" type="tone" 
priority="required" />
<file item="4" name="alert.wav" displayName="Alert" type="tone" 
priority="required" />
<file item="5" name="urgent.wav" displayName="URGENT" type="tone" 
priority="required" />

表示の意味は次のとおりです。

「name」は再生する .wav ファイルを表します。「displayName」は IDC に表示さ

れるテキストを表します。

ステップ 6 サンプル トーン セットの .xml ファイルを保存し、そのファイル名を、トーン 
セットを識別できる名前に変更します。

（注） .xml ファイルは UTF-8 形式で保存してください。メモ帳を使用しない

場合は、[Save As] ダイアログボックスの [Encoding] ドロップダウン メ
ニューから [UTF-8] を選択します。

ステップ 7 不要なファイルをディレクトリから削除します。

ステップ 8 .xml ファイルおよび .wav ファイルが含まれるディレクトリに移動し、すべての 
.wav ファイルと .xml ファイルを選択します。
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ステップ 9 選択したファイルを右クリックし、[Send To] > [Compressed Folder] を選択しま

す。

ヒント WinZip や同様のユーティリティを使用してファイルを圧縮することも

できます。

ステップ 10 IDC ユーザが IDC 上のボタンを押してアラート トーンの再生を停止できるよう

にするには、displayName に（「stopplayout.wav」などの矛盾したファイル名で

はなく）「STOP」などの名前を入力します。そして、実際のアラート トーンで

あるかのように、この情報を使用してアラート トーン ファイルを編集します。

ステップ 11 これで、圧縮した IDC アラート トーン セットを Cisco IPICS サーバにアップ

ロードする準備が整いました。

トーン セットをアップロードする方法の詳細については、「ops ビューへのア

ラート トーン セットの関連付け」（P.2-134）を参照してください。

（注） Windows サウンド レコーダーを使用して、目的の形式で .wav ファイル

を保存できます。

IDC アラート トーン セットの追加

新しい IDC アラート トーン セットを追加するには、次の手順を実行します。

ヒント Stop アラート トーンは、Cisco IPICS サーバにアップロードする各トー

ン セットに含まれている必要があります。このアラート トーンを使用す

ると、ユーザは Stop アラート トーンを押して現在再生中のアラート 
トーンを停止できます。Stop アラート トーンが、Cisco IPICS サーバに

アップロードしたアラート トーン セットに含まれていることを確認して

ください。トーン セットに「Stop」という名前の .wav ファイルが含ま

れている場合は、アラート トーンに類似の名前（「Silence」など）を付

けることができます。アラート トーン セットを作成する方法の詳細につ

いては、「IDC アラート トーン セットの作成」（P.2-130）を参照してく

ださい。
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手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [Alert Tones] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

空白のアラート トーン詳細ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Set Name] フィールドに、アラート トーン セットの名前を入力します。

ステップ 4 [Description] フィールドに、アラート トーン セットの説明を入力します。

ステップ 5 [Browse] ボタンをクリックし、[File Upload] ポップアップ ウィンドウを使用し

て、アップロードするファイルを特定します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

トーン セットがサーバにアップロードされ、IDC ユーザが利用できるようにな

ります。

アラート トーン セット名、ファイル サイズ、新しいアラート トーン セットの 
MD5 要約情報も表示されます。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 7 アラート トーン セットを ops ビューに関連付けるには、[Ops View] タブをク

リックし、「ops ビューへのアラート トーン セットの関連付け」（P.2-134）で説

明する手順に従ってください。

IDC アラート トーン セットの表示または編集

Cisco IPICS で使用できる IDC アラート トーン セットを表示または編集するに

は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [Alert Tones] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 表示または編集するアラート トーン セットの [Name] カラムにあるリンクをク

リックします。
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アラート トーン詳細ウィンドウに、選択したトーン セットについての現在の情

報が表示されます。

ステップ 3 変更を加えずにアラート トーン セットをダウンロードするには、[Download] ボ
タンをクリックします。

ステップ 4 アラート トーン セットの情報を編集するには、次のいずれかの操作を行います。

• [Name] フィールドに、アラート トーン セットの新しい名前を入力します。

• [Description] フィールドに、アラート トーン セットの新しい説明を入力し

ます。

• [Browse] ボタンをクリックすると、アラート トーン セットがアップロード

され、既存のトーン セットが上書きされます。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 6 アラート トーン セットを ops ビューに関連付けるには、[Ops View] タブをク

リックし、「ops ビューへのアラート トーン セットの関連付け」（P.2-134）で説

明する手順に従ってください。

ops ビューへのアラート トーン セットの関連付け

新しいアラート トーン セットを作成するときに、アラート トーン セットを ops 
ビューに関連付けることができます。また、ops ビューを既存のトーン セットに

関連付けることもできます。アラート トーン セットを ops ビューに関連付ける

と、IDC ユーザは、自分が属する ops ビューに関連付けられているトーン セッ

トだけを表示できるようになります。

アラート トーン セットを ops ビューに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [Alert Tones] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 [Name] カラムで、ops ビューに関連付けるアラート トーン セットへのリンクを

クリックします。

ステップ 3 [Ops Views] タブをクリックします。
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ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• リスト間で ops ビューを移動するには、ops ビューをクリックして強調表示

し、[>] または [<] をクリックします。または、ops ビューをダブルクリック

します。

• リスト間で一度に複数の ops ビューを移動するには、Shift キーまたは Ctrl 
キーを押しながら ops ビューをクリックし、[>] または [<] をクリックしま

す。

• リスト間で一度にすべての ops ビューを移動するには、[>>] または [<<] を
クリックします。

ステップ 5 [Save] をクリックすると、[Associated Ops Views] リスト内のアラート トーン 
セットに関連付ける ops ビューが保存されます。

これで、IDC ユーザは、自分が属する ops ビューにあるアラート トーン セット

だけを表示できるようになりました。

（注） トーン セットにアクセスさせるユーザには、Cisco IPICS でトーン セッ

トを参照するための適切な権限が付与されている必要があります。ま

た、該当のトーン セットが関連付けられているのと同じ ops ビューに属

していることも必要です。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IDC アラート トーンの削除

IDC トーンを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [Alert Tones] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 削除するトーンの名前の左側にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除したアラート トーンを、IDC ユーザが使用することはできなくなります。
2-135
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 2 章     Cisco IPICS システムの管理作業

    IDC インストーラの管理
（注） 既存のすべてのアラート トーンを削除するには、アラート トーン リスト

の上部にあるチェックボックスをオンにし、[Delete] をクリックします。

IDC インストーラの管理
IDC ユーザが新しい IDC バージョンをクライアントにダウンロードできるよう

にするには、IDC インストーラを設定する必要があります。

IDC インストーラにより、IDC クライアント マシンに IDC がインストールされ

ます。IDC ユーザが [Home] トレイの [Download IDC] リンクをクリックする

と、idcsetup.exe という IDC インストーラが IDC クライアントにダウンロード

されます（「IDC のダウンロード」（P.4-22）を参照）。

Cisco IPICS システム管理者は、新しい IDC パッケージのアップロードや、IDC 
インストーラの作成を行うことができます。詳細については、「IDC インストー

ラの生成」（P.2-137）を参照してください。

これらのタスクは、[IDC Installer] ウィンドウで行います。このウィンドウにア

クセスする方法など、ウィンドウの詳細については、「[IDC Installer] ウィンド

ウの使用」（P.2-136）を参照してください。

[IDC Installer] ウィンドウの使用

[IDC Installer] ウィンドウには、IDC インストーラの生成に必要な設定情報が含

まれています。

[IDC Installer] ウィンドウを表示するには、Cisco IPICS Administration Console で 
[IDC Management] トレイに移動し、[IDC Installer] リンクをクリックします。

[Installer Status] フィールドには、idcsetup.exe ファイルが 後に生成された日

時が表示され、組み込まれている idc.ini ファイルに定義されている IP アドレス

が表示されます。これらのファイルは、IDC のインストールに使用されます。
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IDC インストーラの生成

IDC インストーラを生成すると、新しい IDC バージョン パッケージがインス

トールされます。また、その IDC バージョン パッケージは [Home] トレイの 
[Download IDC] リンクからダウンロードも可能になります（「IDC のダウン

ロード」（P.4-22）を参照してください）。

追加の IDC オプションの設定については、「Cisco IPICS オプションの管理」

（P.2-108）を参照してください。

IDC インストーラを生成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[ID Management] > [IDC Installer] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、IDC で Cisco IPICS サーバへのアクセスに使用さ

れる IP アドレスを指定します。

• IDC インストーラを生成するためにアクセスする Cisco IPICS サーバの IP 
アドレスを指定するには、IP アドレスの横に表示されるラジオ ボタンを選

択します。

• 別の IP アドレスを選択するには、[Other] ラジオ ボタンをクリックして、IP 
アドレスを入力します。

このオプションを使用する場合、入力する IP アドレスは、そのサーバでサ

ポートされるネットワーク ドメインでテストして、IDC のそのサーバへの

接続が NAT またはファイアウォールの制約事項によって妨げられないこと

を確認する必要があります。

ハイ アベイラビリティ環境の場合は、プライマリ サーバの IP アドレスを指定し

ます。セカンダリ サーバに関する情報は、プライマリ サーバがダウンしたとき

に IDC がセカンダリ サーバに適切にフェイルオーバーできるよう、自動的に 
IDC に提供されます。

ステップ 3 [HTTP Port] フィールドには、IDC とサーバとの間の非セキュアな HTTP 通信に

使用するポート番号を入力します。

ステップ 4 [HTTPS Port] フィールドには、IDC とサーバとの間のセキュアな HTTPS 通信

に使用するポート番号を入力します。
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（注） [IDC Installer Configuration] 領域にリストされるデフォルトの HTTP 
ポートと HTTPS ポートを使用することをお勧めします。[IP address]、
[HTTP port]、および [HTTPS Port] のフィールドに設定した内容が反映

されるのは IDC インストーラだけで、ユーザ PC にすでにインストール

されている IDC クライアントにはすぐには反映されません。これらの値

を変更する必要がある場合は、すべてのユーザに対し、値への変更を保

存した後に生成した新しい idcsetup.　exe をダウンロードし、このファ

イルを使用して IDC を再インストールする必要があることを通知してく

ださい。

ステップ 5 [IDC Version To Be Used For The IDC Installer] ドロップダウン リストで、ユー

ザがインストールする IDC のバージョン番号を選択します。

このドロップダウン リストには、Cisco IPICS サーバにアップロードした 
idcinst.exe ファイルのバージョン番号が表示されます。詳細については、「IDC 
バージョンの管理」（P.2-124）を参照してください。

（注） 存在する IDC インストーラは 1 つだけで、このインストーラを使用する

すべての IDC ユーザは対象の IDC バージョンの完全なアプリケーショ

ンを自動的に受信します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

これで、IDC ユーザは新しいバージョンの IDC アプリケーションをダウンロー

ドできるようになります（「IDC のダウンロード」（P.4-22）を参照）。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IDC 領域の管理
IDC 領域は、IDC 上にあるチャネルをグループ化したものです。チャネル（無

線）は、領域内で分割されています。チャネル、無線、および VTG は、作成さ

れた特定の領域に属するように設定されています。IDC がユーザに対して表示

する領域（ビュー）を設定できます。
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Cisco IPICS サーバに新しい領域を設定すると、IDC に表示されるタブで表され

ます。Administration Console の [IDC Regions] ウィンドウ内の領域の位置に

よって、IDC 上で領域が表示される位置が決まります。

領域の作成は、Administration Console の [IDC Management] > [IDC Regions] 
ウィンドウで行います。 大 6 つの領域を設定できます。

次に説明する手順に従って、新しい IDC 領域の追加、既存領域の編集や削除を

行うことができます。

• 「[IDC Regions] ウィンドウの概要」（P.2-139）

• 「IDC 領域の追加」（P.2-140）

• 「IDC 領域の表示または編集」（P.2-141）

• 「IDC 領域の削除」（P.2-142）

[IDC Regions] ウィンドウの概要

[IDC Regions] ウィンドウでは、IDC に表示する新しい IDC 領域を作成できま

す。このウィンドウで、既存の IDC 領域の編集や削除を行うこともできます。

[IDC Regions] ウィンドウには、Cisco IPICS サーバに作成されている各 IDC 領
域についての情報がリストされます。

[IDC Regions] ウィンドウを表示するには、

[IDC Management] > [IDC Regions] ウィンドウに移動します。

表 2-26 を使用して、[IDC Regions] ウィンドウの項目について説明します。

表 2-26 [IDC Versions] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

[Name] フィールド IDC 領域の名前を指定し

ます。

「IDC 領域の追加」

（P.2-140）および「IDC 
領域の表示または編集」

（P.2-141）を参照してく

ださい。

[Short Name] フィールド 領域の短縮形の名前を指

定します。

[Position] フィールド IDC 画面での領域の位置

を指定します。
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IDC 領域の追加

新しい IDC 領域を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Regions] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

空白の [New IDC Region] 詳細ウィンドウが表示されます。

（注） このボタンは、すでに 6 つの領域が設定されている場合はグレー表示さ

れます。この場合は、領域を 1 つ削除しないと、新しい領域を追加でき

ません。

ステップ 3 [Name] フィールドに、領域の名前を入力します。

ステップ 4 [Short Name] フィールド、領域の短縮形の名前を入力します。

ヒント 短縮形の名前は、完全な名前を短縮した形にするか、領域の位置と同じ

にもできます。

ステップ 5 [Position] ドロップダウン リストから、領域の位置を選択します。

[Add] ボタン このボタンをクリックす

ると、新しい IDC 領域

が Cisco IPICS サーバに

追加されます。

「IDC 領域の追加」

（P.2-140）を参照してく

ださい。

[Delete] ボタン このボタンをクリックす

ると、IDC 領域が削除さ

れます。

「IDC 領域の削除」

（P.2-142）を参照してく

ださい。

表 2-26 [IDC Versions] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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[Position] は、IDC の [Regions] リスト内で領域が表示される位置を示します。

[Position] の「1」は一番上、「6」は一番下の位置を表します。使用中の位置に

領域を割り当てる場合は、「IDC 領域の削除」（P.2-142）の説明に従って、まず

使用中の領域を削除する必要があります。

ステップ 6 （オプション）[Description] フィールドに、領域の説明を入力します。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

追加した領域が、IDC 領域のリストに表示され、チャネル /VTG を作成 / 更新す

るときにチャネル /VTG に割り当てることができるようになります。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IDC 領域の表示または編集

Cisco IPICS で使用できる IDC 領域を表示または編集するには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Regions] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 [Name] カラムで、表示または変更する IDC 領域へのリンクをクリックします。

ウィンドウに、選択した領域についての現在の情報が表示されます。

ステップ 3 領域の情報を編集するには、次のいずれかの操作を行います。

• [Name] フィールドに、領域の新しい名前を入力します。

• [Short Name] フィールド、領域の新しい短縮形の名前を入力します。

• [Position] ドロップダウン リストから、IDC の [Regions] リスト内で領域を

表示させる位置を選択します。

• [Description] フィールドに、領域の新しい説明を入力します。

このウィンドウにあるフィールドの詳細については、「IDC 領域の追加」

（P.2-140）を参照してください。

ステップ 4 [Save] をクリックします。
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変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IDC 領域の削除

IDC 領域を削除するには、次の手順を実行します。IDC 領域を削除すると、関連

付けられたすべてのチャネルおよび VTG は領域 1 に移動されます。

手順

ステップ 1 Administration Console で、[IDC Management] > [IDC Regions] ウィンドウに

移動します。

ステップ 2 削除する領域の名前の左側にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除した領域を、IDC ユーザが使用することはできなくなります。
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C H A P T E R 3

Cisco IPICS オペレータのタスク

Cisco IPICS オペレータは、Cisco IPICS ユーザおよびユーザ グループの設定と

管理、Cisco IPICS および IDC へのユーザ アクセスの許可、ユーザ チャネル、

ロール、操作ビュー（ops ビュー）の割り当てを担当します。

ユーザは、アクティブな VTG に参加し、他の VTG 参加者と通信できます。

ユーザ グループは、ユーザの論理グループです。ユーザ グループは、VTG に追

加できます。Cisco IPICS ディスパッチャは、この方法で、一度に複数のユーザ

を VTG に追加できます。

Cisco IPICS オペレータの作業は、Cisco IPICS Administration Console の [User 
Management] トレイから実行します。このトレイにアクセスするには、

「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）の説明に従って 
Administration Console にログインし、[Server] タブで [User Management] トレ

イを選択します。[User Management] トレイにアクセスするには、オペレータの

ロールが割り当てられている必要があります。

（注） • この章の一部の説明および手順には、ops ビューが有効な場合だけ表示され

る情報や実行できるタスクが含まれています。ops ビューの詳細について

は、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

• この章の一部の手順では、[User Management] トレイからユーザの情報を表

示または更新する方法について説明しています。ユーザは、これらの個人情

報に関する手順の多くを、[Home] トレイからも実行できます。詳細につい

ては、第 4 章「Cisco IPICS ユーザのタスク」を参照してください。
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次の項からは、Cisco IPICS Administration Console から実行できるオペレータ

の作業について説明します。

• 「ユーザの管理」（P.3-2）

• 「ユーザ グループの管理」（P.3-44）

ユーザの管理
Cisco IPICS ユーザは次の作業を行うことができます。

• Cisco IPICS Administration Console の [My Profile] ウィンドウにアクセス

し、そのウィンドウで可能なタスクを実行する。

• 関連付けられているチャネルにアクセスする。

• 割り当てられている VTG に参加する。

• 関連付けられたダイヤルイン ユーザと IDC を通して通信する。

• IDC インストーラをダウンロードする。

この項では、次のユーザ管理作業について説明します。

• 「[Users] ウィンドウの概要」（P.3-2）

• 「ユーザの追加」（P.3-5）

• 「ユーザ情報の管理」（P.3-8）

• 「ユーザとリソースの関連付け」（P.3-30）

• 「ユーザの ops ビューの管理」（P.3-37）

• 「ユーザのプロンプトの管理」（P.3-39）

• 「ユーザが参加する VTG に関する情報の表示」（P.3-39）

• 「ユーザ ステータスの管理」（P.3-40）

[Users] ウィンドウの概要

[Users] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加したユーザに関する情報が表示さ

れ、いくつかの管理機能を実行できます。このウィンドウの下部には、Cisco 
IPICS ユーザのリストと各ユーザの一般情報が表示されます。デフォルトでは、

この領域にはすべてのユーザが表示されますが、ウィンドウの上部で指定した検

索条件と一致するユーザだけを表示することもできます。
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[Users] ウィンドウを表示するには、[User Management] トレイにアクセスし、

[Users] をクリックします。

表 3-1 では、[Users] ウィンドウの項目について説明します。

表 3-1 [Users] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

フィルタ

[User Name] フィールド

[First Name] フィールド

[Last Name] フィールド

ユーザ名、名、または姓が入力し

た文字列（大文字と小文字は区別

されません）で始まるユーザだけ

を表示できます。

「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

[Location] ドロップダ

ウン リスト

[Role] ドロップダウン 
リスト

[Ops View] ドロップダ

ウン リスト

ロケーション、ロール、または関

連付けられた ops ビューが選択し

た情報と一致するユーザだけを表

示できます。

[Go] ボタン（[Users] 領
域）

選択したフィルタに従ってユーザ

を表示します。

[Clear Filter] ボタン フィルタ選択を削除し、空白の

ユーザ リストを表示します。

ユーザ情報

[User Name] フィールド ユーザに割り当てられたユーザ名。「ユーザの追加」（P.3-5）を参照してく

ださい。

[Last Name] フィールド ユーザの姓。 「ユーザの一般情報の管理」（P.3-9）を

参照してください。[First Name] フィールド ユーザの名。

[Ops View] フィールド ユーザが属している ops ビュー。 「ユーザの ops ビューの管理」（P.3-37）
を参照してください。
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[End Device Status] 
フィールド

次のアイコンが表示されます。

：ユーザの IDC、

Cisco Unified IP Phone、およびダ

イヤルイン電話の音声が無効に

なっているため、ユーザはチャネ

ルまたは VTG での送話や聞き取

りを行うことはできません。

：ユーザの IDC、

Cisco Unified IP Phone、およびダ

イヤルイン電話のマイクロフォン

が無効になっているため、ユーザ

はチャネルまたは VTG で送話で

きません。

「ユーザ ステータスの変更」（P.3-41）
および「[User Management] ウィンド

ウからのエンド デバイスの管理」

（P.3-15）を参照してください。

[Status] フィールド ユーザが有効になっているか無効

になっているかを示します。

「ユーザ ステータスの変更」（P.3-41）
を参照してください。

Prompt ユーザ用に音声ユーザ名プロンプ

トが録音されているかどうかを示

します。

「ユーザのプロンプトの管理」

（P.3-39）を参照してください。

[Password Expiration] 
フィールド

ユーザのパスワードの有効期限を

示します。

「Cisco IPICS オプションの管理」

（P.2-108）を参照してください。

[Account Status] フィー

ルド

ユーザ アカウントがロックされて

いるか利用可能かを示します。

「ユーザ アカウントのロックまたは

ロック解除」（P.3-41）を参照してく

ださい。

[Add] ボタン 新しい Cisco IPICS ユーザを追加

できます。

「ユーザの追加」（P.3-5）を参照してく

ださい。

[Copy] ボタン 新規ユーザの追加時に、既存の

ユーザから情報をコピーできます。

[Delete] ボタン ユーザを削除できます。 「ユーザの削除」（P.3-43）を参照して

ください。

[Change Status] ドロッ

プダウン リスト

ユーザの有効化と無効化、ユーザ 
アカウントのロックとロック解除

を行うことができます。

「ユーザ ステータスの変更」（P.3-41）
および「ユーザ アカウントのロックま

たはロック解除」（P.3-41）を参照し

てください。

表 3-1 [Users] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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ユーザの追加

Cisco IPICS にユーザを追加するとき、そのユーザにユーザ ID を割り当て、他

のさまざまなオプションを設定します。

[End Device] ドロップ

ダウン リスト

ユーザの IDC、Cisco Unified IP 
Phone、およびダイヤルイン電話

のさまざまな作業を行うことがで

きます。

「[User Management] ウィンドウから

のエンド デバイスの管理」（P.3-15）
を参照してください。

[Associations] ボタン ユーザの [Associations] ウィンド

ウを表示します。

次の項を参照してください。

• 「ユーザと PTT チャネルの関連付

け」（P.3-30）

• 「ユーザとポリシーの関連付け」

（P.3-31）

• 「ユーザが参加する VTG に関する

情報の表示」（P.3-39）
表示コントロール

[Rows per page] ドロッ

プダウン リスト

ユーザ リストの 1 ページに表示す

るユーザの行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を参照

してください。

[Page] フィールド 特定のページにユーザを表示します。

[|<] （ 初のページ）ボ

タン

ユーザ リストの 初のページを表

示します。

[<] （前のページ）ボタ

ン

ユーザ リストの前のページを表示

します。

[>] （次のページ）ボタ

ン

ユーザ リストの次のページを表示

します。

[>|] （ 後のページ）ボ

タン

ユーザ リストの 後のページを表

示します。

表 3-1 [Users] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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既存のユーザと同じチャネル割り当て、ロール、その他の情報をもつユーザを追

加する場合、既存のユーザの情報をコピーすると便利です。そのような情報をコ

ピーすると、[New Users] ウィンドウが開き、ユーザ ID、パスワード、数字 ID、

数字パスワード（PIN）を除く、既存のユーザ用に保存されているすべての情報

が入力されます。

ユーザを追加する前に、「ロケーションの管理」（P.2-41）の説明に従って、ロ

ケーションを設定する必要があります。

新規ユーザを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 [Managing Users] ウィンドウの [Users] 領域から、次のいずれかの操作を行いま

す。

• 空白の [New User] ウィンドウからユーザの追加を開始するには、[Add] を
クリックします。

• 既存のユーザに基づく情報を含む [New User] ウィンドウからユーザの追加

を開始するには、既存のユーザの隣にあるチェックボックスをオンにして、

[Copy] をクリックします。

（注） 既存のユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数の既存の

ユーザをオンにした場合、[Copy] ボタンはグレー表示されます。

[New User] ウィンドウが表示されます。[Copy] をクリックした場合、このウィ

ンドウには、ユーザ ID とパスワードを除く、既存のユーザの情報が表示されま

す。

ステップ 3 [New User] ウィンドウで、次の操作を行います。

a. [User Name] フィールドに、このユーザの一意の識別名を入力します。

ユーザ ID には、英数字、アンダースコア（_）、ピリオド（.）を含めること

ができます。

ユーザ ID では大文字と小文字は区別されません。ユーザ ID にアルファ

ベットが含まれている場合、Cisco IPICS へのログイン時、大文字または小

文字のどちらを入力してもかまいません。

b. [First Name] フィールドには、ユーザの名を入力します。
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有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポストロフィ（'）です。

c. [Last Name] フィールドには、ユーザの姓を入力します。

有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポストロフィ（'）です。

d. [Password] および [Confirm Password] フィールドには、ユーザが 
Cisco IPICS または IDC にログインするときに入力するパスワードを入力し

ます （パスワードの実際の文字は、アスタリスク（*）で表されます）。

[Administration] > [Options] ウィンドウで、長さや文字要件を含む、パス

ワードの要件を指定します。

有効な文字には、英数字と特殊文字（@ [ \ ] ^ _ ` !" # $ % & ' ( ) * + , - ./ : ; 
{ < | = } > ~ ?）が含まれます。

パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。ユーザは、設定どおり正

確にパスワードを入力する必要があります。

e. （オプション）[Description] フィールドに、ユーザの説明またはユーザに関

連するメモを参考用に入力します。

f. [Ops Views] 領域の [Belongs To] ドロップダウン リストから、ユーザ グ
ループが属する ops ビューを選択します。

ステップ 4 必要に応じて、表 3-2 で説明されているタスクを実行します。

これらのすべてのタスクを、ここで実行する必要はありません。大部分の情報

は、後で入力または更新できます。

表 3-2 Cisco IPICS ユーザを追加するためのタスク

タスク 参照先

[Address] タブに、ユーザの実際の住

所と電子メール アドレスを入力しま

す。

「ユーザのアドレス情報の管理」

（P.3-10）を参照してください。

[General] タブで、ユーザに 1 つ以上

のロールを割り当てます。

「ユーザのロールの管理」（P.3-12）を

参照してください。

[General] タブで、このユーザが属す

る ops ビューを選択し、このユーザに

アクセスできる ops ビューを指定しま

す。

「ユーザの ops ビューの管理」（P.3-37）
を参照してください。
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ステップ 5 [Save] をクリックして、ユーザを追加します。

ユーザを追加しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザ情報の管理

Cisco IPICS では、オペレータは、次の項の説明に従って、さまざまなユーザ情

報を管理できます。

• 「ユーザの一般情報の管理」（P.3-9）

• 「ユーザのアドレス情報の管理」（P.3-10）

• 「ユーザのロールの管理」（P.3-12）

• 「ユーザのダイヤル ログイン情報の管理」（P.3-13）

[Dial Login] タブに、ユーザが 
Cisco Unified IP Phone から 
Cisco IPICS にアクセスする場合のロ

グイン情報を入力します。

「ユーザのダイヤル ログイン情報の管

理」（P.3-13）を参照してください。

[IDC] タブで、ユーザの IDC からの通

信方法、IDC ログ ファイルをオンま

たはオフのどちらにするか、IDC ログ 
ファイルのデバッグ レベルを指定しま

す。

「[IDC] タブからのエンド デバイスの

管理」（P.3-18）を参照してください。

[Communications] タブで、

Cisco IPICS ポリシー エンジン（以後

「ポリシー エンジン」と記述）通知ア

クションが実行された場合、または 
Cisco IPICS ディスパッチャがユーザ

にポリシー エンジン ダイヤルアウト

を開始した場合に、ユーザにどのよう

に連絡するかを指定します。

「ユーザの通信プリファレンスの管理」

（P.3-22）を参照してください。

ops ビューをユーザに関連付けます。 「ユーザの ops ビューの管理」（P.3-37）
を参照してください。

表 3-2 Cisco IPICS ユーザを追加するためのタスク （続き）

タスク 参照先
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• 「ユーザのエンド デバイスの管理」（P.3-14）

• 「ユーザの通信プリファレンスの管理」（P.3-22）

ユーザの一般情報の管理

ユーザの一般情報には、名前、Cisco IPICS のログイン クレデンシャル、および

デフォルト ロケーションが含まれます。

オペレータは、ユーザの一般情報を追加、表示、および更新できます。これを行

うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 [User Name] カラムで、情報を表示または更新するユーザのリンクをクリックし

ます。

ステップ 3 [General Information] タブをクリックし、表 3-3 で説明されている情報を表示ま

たは入力します。

表 3-3 一般情報

フィールド 説明

User Name 表示専用。ユーザの作成時に割り当てられたユーザ名で

す。

First Name ユーザの名。

有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポ

ストロフィ（'）です。

Last Name ユーザの姓。

有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポ

ストロフィ（'）です。
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ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザのアドレス情報の管理

ユーザのアドレス情報には、ユーザの実際の住所と電子メール アドレスが含ま

れます。

オペレータは、ユーザのアドレス情報を追加、表示、および更新できます。これ

を行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 [User Name] カラムで、情報を表示または更新するユーザのリンクをクリックし

ます。

ステップ 3 [Address Information] タブをクリックし、表 3-4 で説明されている情報を表示ま

たは入力します。

Password ユーザが Cisco IPICS または IDC にログインするとき

に入力するパスワード （パスワードの実際の文字は、

アスタリスク（*）で表されます）。

[Administration] > [Options] ウィンドウで、長さや文字

要件を含む、パスワードの要件を指定します。

有効な文字には、英数字と特殊文字（@ [ \ ] ^ _ ` !" # $ 
% & ' ( ) * + , - ./ : ; { < | = } > ~ ?）が含まれます。

Confirm Password [Password] フィールドの入力内容を確認します。

Description ユーザの説明またはユーザに関連する参考用のメモです。

Password Expiration 
Date

表示専用。ユーザのパスワードの有効期限を示します。

表 3-3 一般情報 （続き）

フィールド 説明
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ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

表 3-4 アドレス情報

フィールド 説明

Address ユーザの住所の番地。

英数字、スペース、および次の中の任意の特殊文字を含

めることができます（., ? ' # ( ) / :）。
Address (cont) 番地の追加情報。

英数字、スペース、および次の中の任意の文字を含める

ことができます（., ? ' # ( ) / :）。
City ユーザの住所の市区町村。

有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポ

ストロフィ（'）です。

State/Province ユーザの住所の都道府県。

有効な文字は、英数字、スペース、ハイフン（-）、アポ

ストロフィ（'）です。

Country ユーザの住所の国。

有効な文字は、英数字、スペース、およびピリオド（.）
です。

Zip/Postal Code ユーザの住所の郵便番号。

有効な文字は、英数字、スペース、およびピリオド（.）
です。

E-mail ユーザの電子メール アドレス。

有効な文字は、英数字、アンダースコア（_）、ピリオド

（.）、およびアットマーク（@）です。
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ユーザのロールの管理

ロールによって、ユーザがアクセスできる Cisco IPICS 機能と、ユーザが実行で

きる機能が決まります。すべてのユーザには、デフォルトでユーザ ロールが割

り当てられます。さらに、次の 1 つ以上のロールをユーザに割り当てることがで

きます。

• Dispatcher（ディスパッチャ）：システム ポリシーの設定、非アクティブな 
VTG の設定、会議を開始する VTG のアクティブ化、非アクティブな VTG 
およびアクティブな VTG に対する参加者の追加と削除を担当します。ま

た、アクティブな VTG の監視、ポリシーの作成と管理も行います。

• Operator（オペレータ）：ユーザの設定と管理、Cisco IPICS および IDC へ
のアクセス許可、ユーザ チャネル、ロールおよび ops ビューの割り当てを

担当します。

• Ops View Administrator（ops ビュー管理者）：ops ビューがフィルタリング

したアクティビティ ログを管理および監視します。

• System Administrator（システム管理者）：サーバ、ルータ、マルチキャス

ト アドレス、ロケーション、PTT チャネルなどの Cisco IPICS リソースの

インストールおよび設定を担当します。また、ops ビューを作成し、

Cisco IPICS ライセンスおよび IDC バージョンを管理するとともに、ポリ

シーを作成および管理し、アクティビティ ログ ファイルやダッシュボード

でシステムおよびユーザのステータスも監視します。

• All（すべて）：上記の Cisco IPICS ロールがすべて割り当てられたものに相

当します。

ユーザのロールを追加、表示、または変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 [General Information] タブをクリックします。

ステップ 4 [Roles] 領域のドロップダウン リストから割り当てるロールを選択します。

選択すると、新しい [Role] フィールドが表示され、別のロールを割り当てられ

るようになります。追加ロールを割り当てるには、この手順を繰り返します。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。
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変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザのダイヤル ログイン情報の管理

ダイヤル ログイン情報は、ユーザが次の状況で入力するログイン クレデンシャ

ルで構成されます。

• Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サービスにログインするとき。こ

のサービスでは、Cisco Unified IP Phone ユーザが PTT チャネル上で通信

し、チャネルと VTG に参加できます。

関連情報については、付録 C「Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS 
Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用」を参照してください。

• プッシュホン電話機からポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インター

フェイス（TUI）にログインするとき。TUI では、電話ユーザがポリシー エ
ンジンと対話できます。

関連情報については、「ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インター

フェイス（TUI）の使い方」（P.6-30）を参照してください。

ユーザのダイヤル ログイン情報を追加、表示、または変更するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 [Dial Login] タブをクリックし、表 3-5 で説明されている情報を表示または入力

します。
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ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザのエンド デバイスの管理

エンド デバイスは、IDC、Cisco Unified IP Phone、またはダイヤルイン電話で

す。Cisco IPICS オペレータのエンド デバイスの管理作業は、次のとおりです。

• 「[User Management] ウィンドウからのエンド デバイスの管理」（P.3-15）：
エンド デバイスの消音または消音解除、有効化または無効化、IDC ログ 
ファイルの取得

• 「[IDC] タブからのエンド デバイスの管理」（P.3-18）：ログ ファイルの取得、

ログ ファイルのオンとオフ、ログ レベルの設定、ユーザが VTG で聞き取り

または送話できるようにするかどうかの指定

表 3-5 ダイヤルログイン情報

フィールド 説明

Digit ID ユーザが、Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS 
サービスにアクセスするとき、または TUI にアクセス

するときに入力する数字 ID。

有効な文字は数字です。

Digit Password 
(PIN)

ユーザが、Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サー

ビスにアクセスするときに入力するパスワード、または 
TUI にアクセスするときに入力する PIN （パスワードの

実際の文字は、アスタリスク（*）で表されます）。

[Administration] > [Options] ウィンドウで、長さや文字

要件を含む、パスワードの要件を指定します。

有効な文字は数字です。

Confirm Digit 
Password

[Digit Password (PIN)] フィールドの入力内容を確認し

ます。

Default Location 電話が Cisco IPICS に接続するロケーション。

ロケーションの追加情報については、「ロケーションの

管理」（P.2-41）を参照してください。
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• 「[Associations] タブからのエンド デバイスの管理」（P.3-20）：ユーザに関連

付けられている各チャネルのさまざまなオプションの制御

[User Management] ウィンドウからのエンド デバイスの管理

[User Management] ウィンドウから、ユーザのエンド デバイスに対して次の作

業を実行できます。すべてのエンド デバイスがこれらすべての作業をサポート

しているわけではありません。

• デバイスの消音または消音解除

• デバイスの無効化または有効化

• トラブルシューティングに使用するさまざまなログ ファイルを取得する。

これらの作業は、1 人のユーザに対して、または複数のユーザに対して一度に実

行できます。

[User Management] ウィンドウからユーザのエンド デバイスを管理するには、

次の手順を実行します。

（注） この手順で行う設定は、モバイル クライアントには影響しません。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 エンド デバイスを管理する各ユーザの隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 ウィンドウ下部にある [End Device] ドロップダウン リストから、設定するオプ

ションを選択します。

表 3-6 では、オプションについて説明します。
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表 3-6 [End Device] ドロップダウン リストのオプション

オプション 説明 備考

Set Listen Only IDC または Cisco 
Unified IP Phone か
らの音声の伝送を無

効にして、ユーザを

聞き取り専用に制限

します。

ユーザがログインする IDC または Cisco Unified IP Phone、お
よびユーザが TUI にダイヤルイン通話する電話に影響します。

「[IDC] タブからのエンド デバイスの管理」（P.3-18）および

「[Associations] タブからのエンド デバイスの管理」（P.3-20）
で説明するように、ユーザがエンド デバイスから聞き取りま

たは送話できるようにするかどうかも制御できます。
Unset Listen 
Only

IDC または Cisco 
Unified IP Phone か
らの音声の伝送を

有効にします。

Disable Audio Cisco IPICS サービ

スにログインする 
IDC または Cisco 
Unified IP Phone の
マイクロフォンと

スピーカーを無効

にして、ユーザが

聞き取りや送話を

行うことができな

いようにします。

ユーザがログインする IDC または Cisco Unified IP Phone に
影響します。ユーザが TUI にダイヤルイン通話する電話には

影響しません。

Enable Audio Cisco IPICS サービ

スにログインする 
IDC または Cisco 
Unified IP Phone の
マイクロフォンと

スピーカーを有効

にして、ユーザが

聞き取りや送話を

行うことができる

ようにします。
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Get 
Authentication 
Logs

IDC 認証ログ ファ

イルを取得します。

ユーザが IDC にログインしている場合、その IDC から 
Cisco IPICS サーバの次のロケーションに、指定されたログ 
ファイルがコピーされます。

/root/tomcat/current/webapps/ipics_server/pmclogs/
<user_name>/<IDC_ID>/<folder>

表示の意味は次のとおりです。

• user_name は、ユーザに割り当てられた一意のユーザ名

です。

• IDC_ID は、システムが IDC に対して生成する ID です。

• folder は、ログ ファイル タイプの名前で、

Authentication、Channel Statistics、User Interface、また

は Debug です。

ログ ファイルの名前は、次の表記法に従います。

<year>.<month>.<day>.<hour(24)>.<minute>.<second>.<mill
isecond>.log

year、month、day、hour(24)、minute、second、および 
millisecond は、ファイルの作成日時を示します。

ユーザが IDC にログインしていない場合、ログ ファイルの要

求は無視されます。

ログ ファイルを要求すると、IDC クライアントによりファイ

ルが閉じ、名前が変更され、新しいファイルが始まります。

名前が変更されたファイルが Cisco IPICS サーバにアップロー

ドされると、そのファイルは IDC クライアントから削除され

ます。

（注） ロギングがオンになっていない場合、ログが空の可能

性があります。

これらのログ ファイルの説明については、リリース 4.0 の
『IPICS Dispatch Console User Guide』の「Using the IDC 
Application Logs」という章を参照してください。ログ ファイ

ルの関連情報については、「Cisco IPICS オプションの管理」

（P.2-108）を参照してください。

Get Channel 
Statistics Logs

IDC チャネル統計

ログ ファイルを取

得します。

Get User 
Interface Logs

IDC チャネル イン

ターフェイス ログ 
ファイルを取得し

ます。

Get Debug 
Logs

IDC デバッグ ログ 
ファイルを取得し

ます。

表 3-6 [End Device] ドロップダウン リストのオプション （続き）

オプション 説明 備考
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[IDC] タブからのエンド デバイスの管理

[User Management: Users] > [Username] > [IDC] タブから、ユーザのエンド デ
バイスに対して次の作業を実行できます。

• VTG でのユーザの通信方法を指定する。

• IDC ログ ファイルを取得する。

• IDC ログ ファイルをオンまたはオフにし、ログ レベルを設定する。

[User Management: Users] > [Username] > [IDC] タブからユーザのエンド デバ

イスを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 [IDC] タブをクリックします。

ステップ 4 ユーザが VTG でどのように通信するかを指定するには、[IDC Info] 領域で適切

なチェックボックスをオンにします。

• Disable Audio：IDC のマイクロフォンとスピーカーを無効にします。Cisco 
Unified IP Phone、ユーザが TUI にダイヤルイン通話する電話、およびモバ

イル クライアントには影響しません。

• Listen Only：IDC、Cisco Unified IP Phone、およびダイヤルイン電話から

の音声の伝送を無効にして、ユーザを聞き取り専用に制限します。モバイル 
クライアントには影響しません。

• Allow Latch：ユーザは IDC または Cisco Unified IP Phone のラッチ機能を

使用できます。

• Advanced IDC Permissions (Multi-select, Tones, DTMF, All Talk)：ユーザ

は、IDC で複数選択、アラート トーン、Dual Tone Multi-Frequency
（DTMF）、および All Talk 機能を使用できます。
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ステップ 5 IDC ログ ファイルをオンにしたり、ログ レベルを設定したりするには、必要な

操作を実行します。

• 対応するドロップダウン リストから選択して、次の IDC ログ ファイルをオ

ンまたはオフのどちらにするかを選択します。

– Authentication
– User Interface
– Channel Statistics

• 対応するドロップダウン リストから選択して、次の IDC ログ ファイルのデ

バッグ レベルを選択します。

– Debug Signaling
– Debug User Interface
– Debug Media

（注） 不要な IDC ログ ファイルはオンにしないでください。ログ ファイルを

オンにする場合は、必要な情報を提供する 下位のデバッグ レベルに設

定してください。ログ ファイルは大量のディスク スペースを使用するこ

とがあります。デバッグ レベルが高いほど、大量のディスク スペースを

使用します。

ステップ 6 IDC からログ ファイルを取得するには、[Get Logs from IDC] ドロップダウン リス

トの次のオプションから 1 つを選択し、[Get Logs from IDC] をクリックします。

• Authentication：IDC 認証ログ ファイルを取得します。

• Channels Statistics：IDC チャネル統計ログ ファイルを取得します。

• User Interface：IDC ユーザ インターフェイスのログ ファイルを取得します。

• Debug：IDC デバッグ ログ ファイルを取得します。

ユーザが IDC にログインしている場合、[Get Logs from IDC] をクリックする

と、その IDC から Cisco IPICS サーバの次のロケーションに指定されたログ 
ファイルがコピーされます。

/root/tomcat/current/webapps/ipics_server/pmclogs/<user_name>/<IDC_ID>/
<folder>

表示の意味は次のとおりです。

• user_name は、ユーザに割り当てられた一意のユーザ名です。

• IDC_ID は、システムが IDC に対して生成する ID です。
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• folder は、ログ ファイル タイプの名前で、Authentication、Channel 
Statistics、User Interface、または Debug です。

ログ ファイルの名前は、次の表記法に従います。

<year>.<month>.<day>.<hour(24)>.<minute>.<second>.<millisecond>.log

year、month、day、hour(24)、minute、second、および millisecond は、ファイ

ルの作成日時を示します。

ユーザが IDC にログインしていない場合、ログ ファイルの要求は無視されます。

ログ ファイルを要求すると、IDC クライアントによりファイルが閉じ、名前が

変更され、新しいファイルが始まります。名前が変更されたファイルが Cisco 
IPICS サーバにアップロードされると、そのファイルは IDC クライアントから

削除されます。

（注） ロギングがオンになっていない場合、ログ ファイルが空の可能性があり

ます。

IDC ログ ファイルの詳細については、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch Console 
User Guide』を参照してください。ログ ファイルの関連情報については、

「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を参照してください。

ステップ 7 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

[Associations] タブからのエンド デバイスの管理

[User Management: Users] > [Username] > [Associations] タブから、ユーザのエ

ンド デバイスに対して次の作業を実行できます。

• IDC または Cisco Unified IP Phone のラッチ機能を有効または無効にする。

• IDC または Cisco Unified IP Phone の [Listen Only] を有効または無効にする。

• IDC で 音声アクティビティ検出（VAD）を有効または無効にする。

これらの作業は、ユーザが関連付けられている任意のチャネルまたはすべての

チャネルに対して実行できます。
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[User Management: Users] > [Username] > [Associations] タブからユーザの IDC 
またはモバイル クライアントを管理するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 ウィンドウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

ステップ 4 [Channels] タブが選択されていることを確認してください。

このテーブルには、このユーザに関連付けられているチャネルが表示されます。

[Status] フィールドには、チャネルが有効か無効かが表示されます。

[Associations Attributes] フィールドには、さまざまなエンド デバイス パラメー

タの設定が表示されます。

ステップ 5 エンド デバイスのステータスを変更する各チャネルの隣にあるチェックボック

スをオンにします。

ステップ 6 [Change End Device Status] ドロップダウン リストから、設定するオプションを

選択します。

表 3-7 では、オプションについて説明します。

表 3-7 [Change End Device Status] ドロップダウン リストのオプション

オプション 説明

Allow Latch ユーザは、IDC または Cisco Unified IP Phone のラッチ

機能を使用できます。

Disallow Latch ユーザは、IDC または Cisco Unified IP Phone のラッチ

機能を使用できません。

Set Listen Only IDC、Cisco Unified IP Phone、またはダイヤルイン電話

からの音声の伝送を無効にして、ユーザを聞き取り専用

に制限します。

Unset Listen Only IDC、Cisco Unified IP Phone、またはダイヤルイン電話

からの音声の伝送を有効にします。
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（注） 選択したオプションは即座に適用されます。[Save] をクリックして変更

を保存する必要はありません。また、[Cancel] をクリックしても、変更

は取り消されません。

ユーザの通信プリファレンスの管理

通信プリファレンスでは、ユーザが関連付けられているポリシーが実行されたと

き、または Cisco IPICS ディスパッチャがユーザにポリシー エンジンのダイヤ

ルアウト コールを発信したときに、ポリシー エンジンがユーザにどのように連

絡するかを指定します。ポリシー エンジンおよび、ポリシー エンジンからユー

ザが受け取るメッセージの詳細については、第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの使い方」および第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」を

参照してください。

（注） ユーザはユーザ プロファイルで、独自のプリファレンスを更新できます。詳細

については、「通信プリファレンスの管理」（P.4-9）を参照してください。

Enable Audio Cisco IPICS サービスにログインする IDC または Cisco 
Unified IP Phone のマイクロフォンとスピーカーを有効

にして、ユーザが聞き取りや送話を行うことができるよ

うにします。

ユーザが TUI にダイヤルイン通話する電話には影響しま

せん。

Disable Audio Cisco IPICS サービスにログインする IDC または Cisco 
Unified IP Phone のマイクロフォンとスピーカーを無効

にして、ユーザが聞き取りや送話を行うことができない

ようにします。

ユーザが TUI にダイヤルイン通話する電話には影響しま

せん。

表 3-7 [Change End Device Status] ドロップダウン リストのオプション （続き）

オプション 説明
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通信プリファレンスの指定時には、次の情報を入力できます。

• 通知プリファレンス：ユーザに関連付けられたポリシーが実行されたとき

の、ユーザへの連絡方法を指定します。また、ディスパッチャがアクティブ

な VTG にユーザを招待するために通知またはダイヤルアウトを開始する場

合にも使用されます。1 つ以上の電子メール、ショート メッセージ サービ

ス（SMS）、またはポケットベル アドレスの組み合わせを使用できます。

• 無線プリファレンス：IPICS Connect 機能で使用される、無線の 1 つ以上の

接続番号を指定します。

• IDC ダイヤラ プリファレンス：このフィールドでは、Cisco Unified 
Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager 
Express で IDC ダイヤラ機能のために必要になる情報を指定します。

• ダイヤル プリファレンス：ユーザに関連付けられたポリシーが実行された

ときに、ユーザに連絡するための 1 つ以上の電話番号です。また、ディス

パッチャがアクティブな VTG にユーザを招待するためにダイヤルアウトを

開始する場合にも使用されます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「通信プリファレンスの表示、追加、編集、または削除」（P.3-23）

• 「ダイヤル プリファレンスの順序の変更」（P.3-28）

• 「無線プリファレンスの順序の変更」（P.3-29）

通信プリファレンスの表示、追加、編集、または削除

ユーザが関連付けられているポリシーが実行されると、ポリシー エンジンは、

ユーザの通信プリファレンスを次のように処理します。

• 通知プリファレンス：ポリシー エンジンは、指定されている各電子メール、

ショート メッセージ サービス（SMS）、またはポケットベル アドレスに連

絡します。

• ダイヤル プリファレンス：ポリシー エンジンから電話をかけるように設定

されている場合、有効な ID と PIN を入力したユーザにつながるまで各番号

に順番に電話をかけ、受信を確認します。
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ユーザの通知プリファレンスとダイヤル プリファレンスを表示、追加、編集、

または削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 [Communications] タブをクリックします。

このタブには、次の情報が表示されます。

• [Notification Preferences]

– Type：ユーザへの通知方法。選択肢は、[Email]（通知が電子メール ア
ドレスに送信されるよう指定する）、[Pager]（通知が電子メール ゲート

ウェイを介してポケットベルに送信されるよう指定する）、または 
[SMS]（通知が電子メール ゲートウェイを介して SMS に送信されるよ

う指定する）です。

– Number/Address（[Notification Preferences] の下）：対応する通知タイ

プの電子メール アドレス

• [Radio Preferences]：

– Type：ユーザが使用している無線のタイプです。

– Value：無線用の IPICS 接続番号です。

• [IDC Dialer Preference]（IDC ダイヤラ機能で使用されます）：

– IDC Dialer Phone Number：ユーザのログイン時に、IDC で Cisco 
Unified Communications Manager（CUCM）または Cisco Unified 
Communications Manager Express（CME）への登録のために必要とな

る一意の番号です。この番号は IDC が、発信者番号を表示するように

設定されたデバイスにコールを発信すると、エンド デバイス上に表示さ

れます。このパラメータは、CUCM または CME でも設定する必要があ

ります。

– End User Name：ユーザに設定された、CUCM または CME のエンド 
ユーザ名です。

– End User Password：ユーザに設定された、CUCM または CME のエン

ド ユーザ パスワードです。
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– Confirm End User Password：[End User Password] フィールドのパス

ワードを確認します。

• [Dial Preferences]：

– Type：[Business]、[Car]、[Home] など、ダイヤルするロケーションの

説明です。

– Dial Number：対応するロケーション タイプの電話番号です。

ステップ 4 通知プリファレンスを追加、編集、または削除するには、[Notification 
Preferences] 領域で適切な操作を行います。

• 通知プリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、ユーザが通知を受け取る方法（電子メー

ル、ポケットベル、SMS）を選択します。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応する通知方法の電子

メール アドレスを入力します。

[SMS] および [Pager] の場合、電子メール アドレスは、メッセージをデ
バイスに送信するゲートウェイ用です。

d. [Done] をクリックします。

e. さらに通知プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順を繰

り返します。

• 通知プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集する通知プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、ユーザが通知を受け取る方法を選択します。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応する通知方法の電子

メール アドレスを入力します。

e. [Update] をクリックします。

• 通知プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除する通知プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 5 無線プリファレンスを追加、編集、または削除するには、[Radio Preferences] 領
域で適切な操作を行います。
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• 無線プリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、IPICS Connect の番号を設定する無線のタ

イプを選択します。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、無線の IPICS Connect 番
号を入力します。

d. [Done] をクリックします。

e. さらにダイヤル プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順

を繰り返します。

• 無線プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集する無線プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、IPICS Connect の番号を設定する無線のタ

イプを選択します。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、無線の IPICS Connect 番
号を入力します。

e. [Update] をクリックします。

• 無線プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除する無線プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 6 IDC ダイヤラ プリファレンスを追加または編集するには、[IDC Dialer 
Preference] 領域で適切な操作を行います。

a. [IDC Dialer Phone Number] フィールドに、IDC でユーザのログイン時に 
CUCM または CME への登録のために必要となる一意の番号を入力します。

この番号は IDC が、発信者番号を表示するように設定されたデバイスに

コールを発信すると、エンド デバイス上に表示されます。このパラメータ

は、CUCM または CME でも設定する必要があります。
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b. [End User Name] フィールドに、ユーザに設定される CUCM または CME 
のエンド ユーザ名を入力します。

c. [End User Password] フィールドに、ユーザに設定される CUCM または 
CME のエンド ユーザ パスワードを入力します。

d. [Confirm End User Password] フィールドに、[End User Password] フィール

ドに入力したパスワードと同じものを再入力します。

ステップ 7 ダイヤルプリファレンスを追加、編集、または削除するには、[Dial Preferences] 
領域で適切な操作を行います。

• ダイヤル プリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、ダイヤル プリファレンスの説明を選択し

ます。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応するダイヤル プリ

ファレンスの電話番号を入力します。

初の文字には、必ず数字またはプラス記号（+）を入力してください。

この文字の後ろに、数字、大文字または小文字、スペース、特殊文字
（: . , - ( ) # *）を続けて入力できます。入力しなくてもかまいません。

次に、1 つ以上の数字を含める必要があります。

番号は、数字または 1 つ以上のポンド記号（#）またはアスタリスク
（*）で終わらせることもできます。

d. [Done] をクリックします。

e. さらにダイヤル プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順

を繰り返します。

• ダイヤル プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集する通知プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、ダイヤル プリファレンスの説明を選択し

ます。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応するダイヤル プリ

ファレンスの電話番号を入力します。
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このフィールドには、数字、ダッシュ（-）、スペースを入力できます。

電話番号に内線が含まれている場合は、内線番号の前に大文字または小

文字の X を入力します。

e. [Update] をクリックします。

• ダイヤル プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除するダイヤル プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにしま

す。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 8 ユーザが関連付けられたポリシーの実行時に、ポリシー エンジンが、[Dial 
Preference] リストの番号を使用してユーザに電話をかけるようにするには、

[Dial after sending notifications] チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、ポリシー エンジンは通知プリファレン

スが指定されていなくても、ユーザに電話します。

ステップ 9 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ダイヤル プリファレンスの順序の変更

[Dial after sending notifications] チェックボックスをオンにすると、ユーザが関

連付けられたポリシーの実行時に、ポリシー エンジンが、[Dial Preference] リス

トの番号を使用してユーザに電話をかけます。ポリシー エンジンは、有効な ID 
と PIN を入力したユーザにつながるまで、リストの各番号に順番に電話をかけ、

受信を確認します。

ダイヤル プリファレンスの電話の順序を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 ユーザの [User Name] カラムでリンクをクリックします。

ステップ 3 [Communications] タブをクリックします。
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ステップ 4 リストの別の場所に移動するダイヤル プリファレンス タイプの隣にあるチェッ

クボックスをオンにします。

ステップ 5 リストの上位にダイヤル プリファレンスを移動する場合は上矢印ボタンを、下

位に移動する場合は下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 6 他のダイヤル プリファレンスを移動する場合は、必要に応じてステップ 4 とス

テップ 5 を繰り返します。

ステップ 7 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

無線プリファレンスの順序の変更

無線プリファレンス内の無線の順序は指定できます。この機能は、将来的な使用

のために予約されています。

無線プリファレンスの順序を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Profile] をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

ステップ 3 リスト内の別の場所に移動する無線プリファレンス タイプの隣にあるチェック

ボックスをオンにします。

ステップ 4 リストの上位に無線プリファレンスを移動する場合は上矢印ボタンを、下位に移

動する場合は下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5 他の無線プリファレンスを移動する場合は、必要に応じてステップ 3 とステッ

プ 4 を繰り返します。

ステップ 6 [Save] をクリックして変更を保存します。
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ユーザとリソースの関連付け

Cisco IPICS リソースをユーザと関連付けると、ユーザは、そのリソースに関連

するさまざまな機能にアクセスできるようになります。次の関連付け作業を実行

できます。

• 「ユーザと PTT チャネルの関連付け」（P.3-30）

• 「ユーザとポリシーの関連付け」（P.3-31）

• 「ユーザと無線の関連付け」（P.3-33）

ユーザと PTT チャネルの関連付け

PTT チャネルをユーザと関連付けると、次のようになります。

• ユーザの IDC にチャネルがチャネルとして表示されます。

• ユーザが Cisco IPICS 電話サービスにアクセスすると、Cisco Unified IP 
Phone にチャネルが表示されます。

• ユーザはポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インターフェイスから

チャネルを使用できるようになります。

PTT チャネルは、[Channels] ウィンドウでユーザと関連付けることもできます。

詳細については、「PTT チャネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）を参照してく

ださい。

PTT チャネルをユーザと関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、チャネルを関連付けるユーザの [Associations] 
ウィンドウを表示します。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Users] ウィン

ドウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。
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（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ドロップダウン 
リストがグレー表示されます。

ステップ 3 [Associations] ウィンドウで、[Channels] タブが選択されていることを確認します。

このタブには、ユーザに関連付けられているチャネル、各チャネルのステータ

ス、そのチャネルを使用するデバイスの属性情報のリストが表示されます。

ステップ 4 [Add] をクリックします。

[Search Results] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [Search Results] ウィンドウで、必要に応じて検索条件を指定し、[Go] をクリッ

クして、このユーザに関連付ける 1 つ以上のチャネルを見つけます。

検索結果ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

ステップ 6 [Search Results] ウィンドウで、このユーザに関連付ける各チャネルの隣にある

チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

選択したチャネルが、関連付けられたチャネルのリストに表示されます。

このリストからチャネルを削除するには、チャネルの隣にあるチェックボックス

をクリックし、[Delete] をクリックして、表示される確認ダイアログボックスで 
[OK] をクリックします。

ユーザとポリシーの関連付け

ユーザとポリシーを関連付けると、ユーザは次の作業を実行できるようになりま

す。

• 「手動でのポリシーのアクティブ化」（P.6-24）で説明されているように、

[Policies] ウィンドウからポリシーをアクティブにする。

• ポリシー エンジンを呼び出して、ポリシーをアクティブにする。関連情報

については、「ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インターフェイス

（TUI）の使い方」（P.6-30）を参照してください。

• 電話機の 1 から 9 までのキーをホット キーとして使用して、対応するキー

に関連付けられているポリシーをすばやくアクティブにする。
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ポリシーをユーザと関連付けるには、次の手順を実行します。

（注） 「ユーザとポリシーの関連付け」（P.6-22）で説明されている手順に従って、ポリ

シーとユーザを関連付けることもできます。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を行って、ポリシーを関連付けるユーザの [Associations] 
ウィンドウを表示します。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Users] ウィン

ドウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ドロップダウン 
リストがグレー表示されます。

ステップ 2 [Associations] ウィンドウで、[Policies] タブをクリックします。

このタブには、ユーザと関連付けられている各ポリシーの名前とタイプが表示さ

れます。

ステップ 3 [Edit] をクリックします。

[Policy Associations] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、次の情

報が表示されます。

• [Available Policies] リスト：このユーザと関連付けることができるポリシー 

• [Associated Policies] リスト：ユーザと関連付けられているポリシーまたは 
[Save] のクリック後にユーザと関連付けられるポリシー

ステップ 4 次のいずれかの操作を実行します。

• ポリシーを 1 つのリストから別のリストに移動するには、ポリシーをクリッ

クして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。またはポリシーをダ

ブルクリックします。
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• 複数のポリシーを 1 つのリストから別のリストに一度に移動するには、

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、[>] または [<] 
をクリックします。

• すべてのポリシーを 1 つのリストから別のリストに一度に移動するには、

[>>] または [<<] をクリックします。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザは、プッシュホン電話機の対応するキーを押して、リストの 初の 9 つの

ポリシーにアクセスできます。 初のポリシーは、電話機の 1 キーに対応し、9 
番目のポリシーは電話機の 9 キーに対応します。

ポリシーの位置を変更するには、その隣にあるチェックボックスをオンにし、上

矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックして、リストの上下に移動します。

ユーザと無線の関連付け

無線をユーザと関連付けると、選択した無線が、ユーザの IDC でオプションと

して表示されます。さらに、ユーザが、自分に割り当てられた各無線のチャネル 
セレクタとコントロールにアクセスできるようにするかどうかも選択できます。

無線をユーザに関連付け、チャネル セレクタおよびコントロール特権を設定す

るには、Cisco IPICS 管理者特権が必要です。

ユーザと関連付けることができる無線の設定については、第 9 章「無線と無線

ディスクリプタの管理」を参照してください。

（注） 無線は、[Radios] ウィンドウからユーザと関連付けることもできます。詳細につ

いては、「[Radios] ウィンドウでのユーザの無線への関連付け」（P.9-22）を参照

してください。
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ユーザと関連付ける無線の指定

無線チャネルをユーザと関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、チャネルを関連付けるユーザの [Associations] 
ウィンドウを表示します。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Users] ウィン

ドウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ドロップダウン 
リストがグレー表示されます。

ステップ 3 [Associations] ウィンドウで、[Radios] タブをクリックします。

このタブには、ユーザと関連付けられている無線のリストが、その情報とともに

表示されます。

ステップ 4 [Add] をクリックします。

[Search Results] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [Search Results] ウィンドウで、必要に応じて検索条件を指定し、[Go] をクリッ

クして、このユーザに関連付ける 1 つ以上の無線を見つけます。

検索結果ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

ステップ 6 [Search Results] ウィンドウで、このユーザに関連付ける各無線の隣にある

チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

選択した無線が、関連付けられた無線のリストに表示されます。
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このリストから無線を削除するには、無線の隣にあるチェックボックスをクリッ

クし、[Delete] をクリックして、表示される確認ダイアログボックスで [OK] を
クリックします。

無線許可の指定

Cisco IPICS 管理者は、ユーザと関連付けられた各無線に次の権限を指定できま

す。権限は、設定している無線だけに適用されます。

• Channel Selector Permissions：設定中の無線で指定したチャネルに、ユーザ

がチューニングできるようにします。

• Control Selector Permissions：設定中の無線で指定したコントロールをユー

ザが使用できるようにします。

チャネル セレクタやコントロールを指定しない場合、ユーザは無線のチャネル

の聞き取りはできますが、チャネルの変更（再チューニング）や無線機能の制御

は行うことができません。

ユーザに関連付けられている無線に権限を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、チャネルを関連付けるユーザの [Associations] 
ウィンドウを表示します。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Users] ウィン

ドウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ドロップダウン 
リストがグレー表示されます。

ステップ 3 [Associations] ウィンドウで、[Radios] タブをクリックします。

ステップ 4 権限を指定する無線の隣にあるチェックボックスをオンにします。
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ステップ 5 ユーザが無線から選択できるチャネルを指定するには、次の操作を行います。

a. [Radio Permissions] ドロップダウン リストから [Channel Selector 
Permissions] を選択します。

[User Radio Permissions] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、

次の情報が表示されます。

– [Available Channel Selectors] リスト：無線に設定されているチャネル

– [Permitted Channel Selectors] リスト：ユーザが通信できるチャネル、
または [Save] のクリック後にユーザが通信できるようになるチャネル

b. 次のいずれかの操作を実行します。

– チャネルを 1 つのリストから別のリストに移動するには、チャネルをク
リックして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。またはチャ
ネルをダブルクリックします。

– 複数のチャネルを 1 つのリストから別のリストに一度に移動するには、
Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、[>] または 
[<] をクリックします。

– すべてのチャネルを 1 つのリストから別のリストに同時に移動するに
は、[>>] または [<<] をクリックします。

c. [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 6 ユーザが無線でアクセスできるコントロールを指定するには、次の操作を行います。

a. [Radio Permissions] ドロップダウン リストから [Control Function 
Permissions] を選択します。

[User Radio Permissions] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、

次の情報が表示されます。

– [Available Control Functions] リスト：無線で使用できるコントロール

– [Permitted Control Functions] リスト：ユーザが使用できるコントロー
ル、または [Save] のクリック後にユーザが使用できるようになるコン
トロール

b. 次のいずれかの操作を実行します。

– コントロール機能を 1 つのリストから別のリストに移動するには、コン
トロール機能をクリックして強調表示し、[>] または [<] をクリックし
ます。またはコントロール機能をダブルクリックします。

– 複数のコントロール機能を 1 つのリストから別のリストに一度に移動す
るには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、
[>] または [<] をクリックします。
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– すべてのコントロール機能を 1 つのリストから別のリストに同時に移動
するには、[>>] または [<<] をクリックします。

c. [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザの ops ビューの管理

ユーザの ops ビューを管理するには、次の作業を実行します。

• 「ユーザが属する ops ビューの選択」（P.3-37）

• 「ops ビューとユーザの関連付け」（P.3-38）

ユーザが属する ops ビューの選択

ユーザは、1 つの ops ビューだけに属することができます。この ops ビューを指

定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 [User Name] カラムで、ops ビューを関連付けるユーザのリンクをクリックしま

す。

ステップ 3 [General] タブを選択します。

ステップ 4 [Ops Views] 領域の [Belongs To] ドロップダウン リストから、ユーザ グループ

が属する ops ビューを選択します。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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ops ビューとユーザの関連付け

特定のユーザにアクセスできる 1 つ以上の ops ビューを指定できます。

ユーザにアクセスできる ops ビューを表示するには、Cisco IPICS 
Administration Console の [User Management] トレイから [Users] をクリック

し、[General] タブを選択して、[Ops Views] 領域の [Accessible To] リストを参

照します。

特定のユーザにアクセスできる ops ビューを指定するには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、ops ビューをユーザに関連付けます。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、[General] タブをク

リックし、[Ops View] 領域で [Edit] をクリックします。

• ユーザの [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにし、[Users] 
ウィンドウの右下にある [Associate] ドロップダウン リストから 
[Ops Views] を選択します。

（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ボタンがグレー

表示されます。

[Ops View to User Association] ウィンドウが表示されます。このウィンドウに

は、次の情報が表示されます。

• Available Ops Views：Cisco IPICS で設定され、ユーザに関連付けることが

できる ops ビュー

• Associated Ops Views：ユーザと関連付けられている ops ビューまたは 
[Save] のクリック後にユーザと関連付けられる ops ビュー

ステップ 3 次のいずれかの操作を実行します。

• 1 つのリストから別のリストに ops ビューを移動するには、ops ビューをク

リックして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。または、ops 
ビューをダブルクリックします。
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• 複数の ops ビューを 1 つのリストから別のリストに一度に移動するには、

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、[>] または [<] 
をクリックします。

• リスト間で一度にすべての ops ビューを移動するには、[>>] または [<<] を
クリックします。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザのプロンプトの管理

ポリシー エンジンを使用している場合、ユーザには音声ユーザ名プロンプトを

関連付けることができます。このプロンプトは、ユーザが Cisco IPICS テレフォ

ニー ユーザ インターフェイスにログインすると再生されます。

[Users] ウィンドウの [Prompt] フィールドは、音声ユーザ名プロンプトが録音さ

れているかどうかを示します。[Prompt] カラムのユーザの [Not Recorded] また

は [Recorded] リンクをクリックして、音声ユーザ名プロンプトを録音および管

理できます。

[Prompt] カラムでリンクをクリックすると、[Spoken Names] ウィンドウが表示

されます。[Not Recorded] をクリックした場合、初めてのプロンプトを録音でき

ます。[Recorded] をクリックした場合、プロンプトを再録音できます。プロン

プトの録音または再録音方法については、「音声ユーザ名プロンプトの録音」

（P.8-26）を参照してください。

ユーザが参加する VTG に関する情報の表示

ユーザが参加している VTG のリストを表示し、その VTG のステータスを参照

できます。ユーザは、次の方法で VTG の参加者になります。

• Cisco IPICS ディスパッチャがユーザを VTG に追加する。

• Cisco IPICS ディスパッチャが、ユーザを含むユーザ グループを VTG に追

加する。

関連情報については、第 5 章「Cisco IPICS ディスパッチャのタスク」を参照し

てください。
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ユーザが参加している VTG のリストを表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を行って、関連付けられた VTG を表示するユーザの 
[Associations] ウィンドウを表示します。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• [User Name] の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Users] ウィン

ドウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） ユーザのチェックボックスをオンにしない場合や複数のユーザの

チェックボックスをオンにした場合は、[Associate] ドロップダウン 
リストがグレー表示されます。

ステップ 2 [Associations] ウィンドウで、[Virtual Talk Groups] タブをクリックします。

このタブには、ユーザに関連付けられている VTG と各 VTG のステータスが表

示されます。

ユーザ ステータスの管理

ユーザのステータスの管理作業には、ユーザが Cisco IPICS にアクセスできるか

どうかの指定やシステムからのユーザの削除が含まれる場があります。ユーザ 
ステータスの管理の詳細については、次の項を参照してください。

• 「ユーザ ステータスの変更」（P.3-41）

• 「ユーザ アカウントのロックまたはロック解除」（P.3-41）

• 「削除されたシステム管理者ユーザの回復」（P.3-43）

• 「ユーザの削除」（P.3-43）
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ユーザ ステータスの変更

ユーザのステータスは次のどちらかです。

• Enabled：ユーザはエンド デバイス（IDC、Cisco Unified IP Phone、ダイヤル

イン電話、モバイル クライアント）から Cisco IPICS にログインできます。

• Disabled：ユーザはエンド デバイス（IDC、Cisco Unified IP Phone、ダイ

ヤルイン電話、モバイル クライアント）から Cisco IPICS にログインできま

せん。

現在 Cisco IPICS にログインしているユーザを無効にすると、そのログイン 
セッションは自動的に終了します。

1 人のユーザまたは複数のユーザのステータスを一度に変更できます。

ユーザの現在のステータスを確認するには、[User Management] トレイにアクセ

スし、[Users] をクリックして、ユーザの [Status] カラムの情報を見ます。

ユーザのステータスを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、ユーザの [User 
Management] ウィンドウを開き、[Enable] または [Disable] をクリックします。

[User Management] ウィンドウの左下に [Enable] または [Disable] ボタンが
表示されます。ボタンの名前は、ユーザの現在のステータスによって異なり
ます。

• ステータスを変更する各ユーザの隣にあるチェックボックスをオンにし、

[Change Status] ドロップダウン リストから実行する操作（[Enable Users] 
または [Disable Users]）を選択します。

ユーザ アカウントのロックまたはロック解除

アカウントがロックされているユーザは、Cisco IPICS システムにログインできま

せん。既存のログインは、ユーザがシステムからログアウトするまで機能します。
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ユーザ アカウントは、次の場合にロックされることがあります。

• Cisco IPICS 管理者がユーザ ロックアウトを設定していて、ユーザによる無

効ログインの試みが指定回数を超えた場合。詳細については、第 2 章
「Cisco IPICS システムの管理作業」を参照してください。

• Cisco IPICS オペレータが、この項の説明に従ってユーザ アカウントをロッ

クした場合。

ユーザが Cisco IPICS にログインできるようにするには、Cisco IPICS オペレー

タがロックされたユーザ アカウントをロック解除する必要があります。

（注） オペレータまたは All（すべて）ロールを持つユーザだけが、この項の説明に

従ってユーザ アカウントをロック解除できます。Cisco IPICS にアクセスでき

る、これらのロールをもつユーザがいない場合（自分自身がロックされている場

合など）、enableuser コマンドを使用して、ユーザ アカウントをロック解除でき

ます。ご不明な点があれば、シスコまでお問い合わせください。

ユーザ アカウントをロックまたはロック解除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [User Name] カラムでユーザのリンクをクリックし、ユーザの [User 
Management] ウィンドウを開き、[Lock] または [Unlock] をクリックします。

[User Management] ウィンドウの左下に [Lock] または [Unlock] ボタンが表
示されます。ボタンの名前は、ユーザ アカウントの現在のステータスに
よって異なります。

• ステータスを変更する各ユーザの隣にあるチェックボックスをオンにし、

[Change Status] ドロップダウン リストから実行する操作（[Lock Account] 
または [Unlock Account]）を選択します。
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削除されたシステム管理者ユーザの回復

オペレータとしてログインし、新しいシステム管理者ユーザ ID を作成すれば、

削除されたシステム管理者ユーザ ID を回復できます。

（注） 削除されたシステム管理者ユーザ ID を回復するには、オペレータ特権が必要で

す。

システム管理者ロールを回復するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 オペレータ ユーザ名とパスワードを使用して、サーバにログインします。

ステップ 2 Administration Console の [User Management] トレイで [Users] をクリックしま

す。

ステップ 3 [Add] をクリックします。

ステップ 4 アスタリスクで示される必須フィールドに、ユーザ情報を入力します。

ステップ 5 [Roles] ドロップダウン リストから、ユーザ ロールとして [System 
Administrator] または [All] を選択します。

SYSTEM ops ビューに新しいユーザが表示され、管理タスクを実行できるよう

になります。

新しいユーザの追加の詳細については、「ユーザの追加」（P.3-5）を参照してく

ださい。

ユーザの削除

ユーザが必要なくなった場合、Cisco IPICS からそのユーザを削除できます。1 
人のユーザまたは複数のユーザを一度に削除できます。

Cisco IPCS にログインしているユーザまたは Cisco IPICS とアクティブな接続

をもつユーザを削除する場合（アクティブな VTG に関連付けられているユーザ

など）、そのユーザは Cisco IPICS により無効化され、その後削除されます。

ユーザを削除するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [Users] を
クリックします。

ステップ 2 削除する各ユーザの隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

ユーザを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザ グループの管理
ユーザ グループは、ユーザの論理グループです。Cisco IPICS ディスパッチャが 
VTG にユーザ グループを追加すると、そのグループのユーザ全員が VTG の参

加者になります。

この項では、次のユーザ グループ管理作業について説明します。

• 「[User Groups] ウィンドウの概要」（P.3-44）

• 「ユーザ グループの追加」（P.3-46）

• 「ユーザ グループへのメンバの追加」（P.3-48）

• 「ユーザ グループの ops ビューの管理」（P.3-49）

• 「ユーザ グループ名の変更」（P.3-51）

• 「ユーザ グループが参加する VTG に関する情報の表示」（P.3-52）

• 「ユーザ グループの削除」（P.3-52）

[User Groups] ウィンドウの概要

[User Groups] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した各ユーザ グループに関

する情報が表示されます。さまざまなユーザ グループ管理機能も実行できます。
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[User Groups] ウィンドウを表示するには、[User Management] トレイにアクセ

スし、[User Groups] をクリックします。

表 3-8では、[User Groups] ウィンドウの項目について説明します。

表 3-8 [User Groups] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

フィルタ

[Name] フィールド ユーザ名、名、または姓が入力した文字

列（大文字と小文字は区別されません）

で始まるユーザだけを表示できます。

「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）
を参照してください。

[Ops View] ドロッ

プダウン リスト

選択した情報と一致する ops ビューに関

連付けられたユーザだけを表示できま

す。

[Go] ボタン

（[Users] 領域）

選択したフィルタに従ってユーザを表示

します。

[Clear Filter] ボタン フィルタ選択を削除し、空白のユーザ 
リストを表示します。

ユーザ グループ情報

[User Group Name] 
フィールド

ユーザ グループに割り当てられた名前。「ユーザ グループの追加」（P.3-46）
を参照してください。

[Ops View] フィー

ルド

ユーザ グループが属している ops 
ビュー。

「ユーザ グループの ops ビューの管

理」（P.3-49）を参照してください。

[Add] ボタン 新しいユーザ グループを追加できます。「ユーザ グループの追加」（P.3-46）
を参照してください。[Copy] ボタン 新規ユーザ グループの追加時に、既存

のユーザ グループから情報をコピーで

きます。

[Delete] ボタン ユーザ グループを削除できます。 「ユーザ グループの削除」（P.3-52）
を参照してください。

[Associations] ボタ

ン

ユーザ グループの [Associations] ウィン

ドウを表示します。

「ユーザ グループが参加する VTG に
関する情報の表示」（P.3-52）を参照

してください。
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ユーザ グループの追加

ユーザ グループを追加すると、Cisco IPICS を利用できるようになります。

既存のユーザ グループと同じ ops ビューに属するユーザ グループや、同じメン

バをもつユーザ グループを追加する場合は、既存のユーザ グループの情報をコ

ピーして作業を開始すると便利です。情報をコピーすると、[New User Group] 
領域が開き、ユーザ グループ名を除く、既存のユーザ グループに保存されてい

る情報が入力されます。

ユーザ グループは、ロケーション（「南側」ユーザなど）や機能（「翻訳者」な

ど）に従って作成し、名前を付けると便利です。

新規ユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 [Manage Users: User Groups] 領域で、次のいずれかの操作を行います。

表示コントロール

[Rows per page] ド
ロップダウン リス

ト

ユーザ リスト ページに含めるユーザの

行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を参

照してください。

[Page] フィールド 特定のページにユーザを表示します。

[|<] （ 初のペー

ジ）ボタン

ユーザ リストの 初のページを表示し

ます。

[<] （前のページ）

ボタン

ユーザ リストの前のページを表示します。

[>] （次のページ）

ボタン

ユーザ リストの次のページを表示します。

[>|] （ 後のペー

ジ）ボタン

ユーザ リストの 後のページを表示し

ます。

表 3-8 [User Groups] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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• 空白の [New User] ウィンドウからユーザの追加を開始するには、[Add] を
クリックします。

• 既存のユーザ グループに基づく情報を含む [New User] ウィンドウからユー

ザ グループの追加を開始するには、既存のユーザ グループの隣にある

チェックボックスをオンにして、[Copy] をクリックします。

（注） 既存のユーザ グループのチェックボックスをオンにしない場合や複数の

既存のユーザ グループをオンにした場合、[Copy] ボタンはグレー表示

されます。

[New User Group] 領域が表示されます。[Copy] をクリックした場合、このウィ

ンドウには、ユーザ グループ名を除く、既存のユーザ グループの情報が表示さ

れます。

ステップ 3 [User Group Name] フィールドに、このユーザ グループの一意の名前を入力し

ます。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の特殊文字を含めることができ

ます（. , – ‘ # ( ) / : _）。

[Description] フィールドには、ユーザ グループの説明を入力します。

ステップ 4 [Ops View] ドロップダウン リストから、このユーザ グループが属する ops 
ビューを選択します。

ステップ 5 必要に応じて、表 3-9 で説明されているタスクを実行します。

これらのすべてのタスクを、ここで実行する必要はありません。この情報は、後

で入力または更新できます。

ステップ 6 [Save] をクリックして変更を保存します。

表 3-9 Cisco IPICS ユーザを追加するためのタスク

タスク 参照先

[General] タブで、このユーザ グルー

プにアクセスできる ops ビューを指定

します。

「ユーザ グループの ops ビューの管理」

（P.3-49）を参照してください。

ユーザ グループの保存後、[Members] 
タブで、このユーザ グループのメン

バとなるユーザを指定します。

「ユーザ グループへのメンバの追加」

（P.3-48）を参照してください。
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変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザ グループへのメンバの追加

ユーザ グループに追加するユーザは、そのユーザ グループのメンバとなります。

ユーザ グループのメンバ数に制限はありません。また、ユーザがメンバとなれ

るユーザ グループにも制限はありません。

ユーザ グループにメンバを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 [User Group Name] カラムで、メンバを追加するユーザ グループのリンクをク

リックします。

ステップ 3 [Members] タブを選択します。

このタブには、このユーザ グループの各メンバに関する次の情報が表示されます。

• User Name：ユーザに割り当てられたユーザ名。

• Last Name：ユーザの姓。

• First Name：ユーザの名。

• End Device Status：次のアイコンが表示されます。

– ：ユーザの IDC、Cisco Unified IP Phone、ダイヤルイン電話、およ
びモバイル クライアントの音声が無効になっているため、ユーザはチャ
ネルまたは VTG での送話や聞き取りを行うことはできません。

– ：ユーザの IDC、Cisco Unified IP Phone、ダイヤルイン電話、およ
びモバイル クライアントのマイクロフォンが無効になっているため、
ユーザはチャネルまたは VTG での送話を行うことはできません。

• Status：ユーザが有効になっているか無効になっているかを示します。

• Account Status：ユーザ アカウントがロックされているか利用可能かを示し

ます。

ユーザを [Group Members] リストから [Available Users] に移動すると、ユーザ

はユーザ グループから削除されます。
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[Search Results] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [Search Results] ウィンドウで、必要に応じて検索条件を指定し、[Go] をクリッ

クして、このユーザ グループに追加する 1 人以上のユーザを見つけます。

検索結果ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

ステップ 5 [Search Results] ウィンドウで、このユーザ グループに追加する各ユーザの隣に

あるチェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

選択したユーザが、メンバのリストに表示されます。

このリストからユーザを削除するには、ユーザの隣にあるチェックボックスをク

リックし、[Delete] をクリックして、表示される確認ダイアログボックスで 
[OK] をクリックします。

ユーザ グループの ops ビューの管理

ユーザ グループの ops ビューを管理するには、次の作業を実行します。

• 「ユーザ グループが属する ops ビューの選択」（P.3-49）

• 「ops ビューとユーザ グループの関連付け」（P.3-50）

ユーザ グループが属する ops ビューの選択

ユーザ グループは、1 つの ops ビューに属することができます。この ops ビュー

を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 [User Group Name] カラムで、ops ビューを関連付けるユーザ グループのリンク

をクリックします。

ステップ 3 [General] タブを選択します。

ステップ 4 [Ops Views] 領域の [Belongs To] ドロップダウン リストから、ユーザ グループ

が属する ops ビューを選択します。
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ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ops ビューとユーザ グループの関連付け

特定のユーザ グループにアクセスできる 1 つ以上の ops ビューを指定できます。

ユーザ グループにアクセスできる ops ビューを表示するには、Cisco IPICS 
Administration Console の [User Management] トレイから [User Groups] をク

リックし、ユーザ グループのリンクをクリックして、[Ops Views] 領域の 
[Accessible To] リストを表示します。

特定のユーザ グループにアクセスできる ops ビューを指定するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、ops ビューをユーザ グループに関連付けます。

• [User Group Name] カラムで、ユーザ グループのリンク、[General] タブ、

[Ops View] 領域の [Edit] の順にクリックします。

• ユーザ グループの [User Group Name] の左側にあるチェックボックスをオ

ンにして、[User Groups] ウィンドウの右下の [Associate Ops Views] をク

リックします。

（注） ユーザ グループのチェックボックスをオンにしない場合や複数の

ユーザ グループのチェックボックスをオンにした場合は、

[Associate Ops Views] ボタンがグレー表示されます。

[Ops View to User Association] ウィンドウが表示されます。このウィンドウに

は、次の情報が表示されます。

• Available Ops Views：Cisco IPICS で設定され、ユーザ グループに関連付け

ることができる ops ビュー
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• [Associated Channels] リスト：ユーザ グループと関連付けられている ops 
ビューまたは [Save] のクリック後にユーザ グループと関連付けられる ops 
ビュー

ステップ 3 次のいずれかの操作を実行します。

• 1 つのリストから別のリストに ops ビューを移動するには、ops ビューをク

リックして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。または、ops 
ビューをダブルクリックします。

• 複数の ops ビューを 1 つのリストから別のリストに一度に移動するには、

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックして選択し、[>] または [<] 
をクリックします。

• リスト間で一度にすべての ops ビューを移動するには、[>>] または [<<] を
クリックします。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザ グループ名の変更

ユーザ グループの名前はいつでも変更できます。これを行うには、次の手順を

実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 [User Group Name] カラムで、情報を表示または更新する ユーザ グループのリ

ンクをクリックします。

ステップ 3 [General] タブを選択します。

ステップ 4 [User Group Name] フィールドに、このユーザ グループの新しい名前を入力し

ます。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の特殊文字を含めることができ

ます（. , – ‘ # ( ) / : _）。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。
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変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザ グループが参加する VTG に関する情報の表示

ユーザ グループが参加している VTG のリストを表示し、その VTG のステータ

スを参照できます。Cisco IPICS ディスパッチャがユーザ グループを VTG に追

加すると、そのユーザ グループは VTG の参加者となります。

関連情報については、第 5 章「Cisco IPICS ディスパッチャのタスク」を参照し

てください。

ユーザ グループが参加している VTG のリストを表示するには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [User Group Name] カラムで、ユーザ グループのリンクをクリックしてか

ら、[Users] ウィンドウの下部で [Associations] をクリックします。

• ユーザ グループの [User Group Name] の左側にあるチェックボックスをオ

ンにして、[User Groups] ウィンドウの下部にある [Associations] をクリッ

クします。

ユーザが参加している各 VTG について、次の情報が表示されます。

• VTG Name：VTG の名前

• Status：VTG がアクティブか非アクティブか

ユーザ グループの削除

不要になったユーザ グループは削除して、ユーザを整理できます。1 つのユーザ 
グループまたは複数のユーザ グループを一度に削除できます。
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ユーザ グループを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [User Management] トレイで [User 
Groups] をクリックします。

ステップ 2 削除する各ユーザ グループの隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

ユーザ グループを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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Cisco IPICS ユーザのタスク

すべての Cisco IPICS ユーザには、システムでユーザ ロールが割り当てられま

す。このロールでは、Administration Console へのログイン、ユーザ情報の表示

と更新、Cisco IPICS を使用して、他の Cisco IPICS ユーザと通信するための通

信プリファレンスの更新、PC への Cisco IPICS IDC クライアント アプリケー

ションのダウンロードを行うことができます。

ユーザ ロールしか与えられない場合もありますが、システム管理者、ops ビュー

管理者、ディスパッチャ、オペレータなど、他のロールを割り当てられることも

あります。

この章では、Cisco IPICS ユーザの機能について説明します。この章は、次の項

で構成されています。

• 「Cisco IPICS へのログイン」（P.4-1）

• 「ユーザ プロファイルの管理」（P.4-2）

• 「ユーザの関連付けの管理」（P.4-17）

• 「IDC のダウンロード」（P.4-22）

Cisco IPICS へのログイン
ブラウザから Cisco IPICS にアクセスすると、まず [Cisco IPICS Login] ウィン

ドウが表示されます。

Cisco IPICS にログインするには、[User Name] フィールドにユーザ名を入力し、

[Password] フィールドにパスワードを入力して、[Log In] をクリックします。
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（注） ユーザ名では大文字と小文字が区別されません。つまり、ログイン ユーザ名は大

文字または小文字で入力できます。Cisco IPICS により、大文字は自動的に小文

字に変換されます。ただし、パスワードでは大文字と小文字が区別されるので、

設定されたとおり正確に入力してください。Cisco IPICS ログイン パスワードの

詳細については、「ユーザ プロファイルの管理」（P.4-2）を参照してください。

ログイン後、Cisco IPICS Administration Console にユーザ プロファイルが表示

されます。複数のユーザ ロールが割り当てられている場合、ロールに従ってア

クセス可能な追加トレイが、Administration Console の左ペインに表示されま

す。オペレータがユーザ ロールを割り当てる方法については、「ユーザの管理」

（P.3-2）を参照してください。

ユーザ プロファイルにアクセスするには、[Home] トレイから [My Profile] に移

動します。ユーザ プロファイルの詳細については、「ユーザ プロファイルの管

理」（P.4-2）を参照してください。

ユーザの関連付けを表示し、編集するには、[Home] トレイで [My Associations] 
リンクをクリックします。ユーザの関連付けの詳細については、「ユーザの関連

付けの管理」（P.4-17）を参照してください。

PC に IDC クライアント アプリケーションをダウンロードするには、[Home] ト
レイから [Download IDC] リンクをクリックします。IDC クライアント アプリ

ケーションのダウンロードの詳細については、「IDC のダウンロード」（P.4-22）
を参照してください。

ユーザ プロファイルの管理
ユーザ プロファイルは、マイ プロファイルとも呼ばれ、名前、パスワード、デ

フォルトのロケーション、通信プリファレンス、その他のオプションの個人情報

が含まれます。ユーザ プロファイルは、Cisco IPICS オペレータが初期設定しま

すが、ユーザは必要に応じて情報を変更できます。

ユーザ プロファイル情報は [My Profile] ウィンドウに表示されます。このウィ

ンドウは Cisco IPICS へのログイン後に表示されます。ユーザ プロファイルの

個人情報は、[General]、[Address]、[Dial Login]、[IDC]、および 
[Communications] の各情報タブに保存されています。ユーザ プロファイルの管

理では、この情報の確認と更新を行います。

ユーザ パスワードと数字パスワードの要件は、Cisco IPICS サーバのシステム管

理者またはオペレータが設定します。
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ユーザ プロファイルを管理するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 [My Profile] ウィンドウが表示されていない場合は、Cisco IPICS 
Administration Console の [Home] トレイに移動し、[My Profile] をクリックし

ます。

ステップ 2 適切な情報タブを選択して、表 4-1 で説明されている情報を確認し、必要に応じ

てこの情報を更新します。

表示専用として指定されているフィールドは、「ユーザの管理」（P.3-2）および

「ユーザ グループの管理」（P.3-44）で説明されているように、Cisco IPICS オペ

レータだけが変更できます。

表 4-1 [General] タブのフィールド

フィールド 説明

User Name 表示専用。このフィールドは、プロファイルの作成時に

割り当てられたユーザ名を示します。

（注） ユーザ名では大文字と小文字が区別されません。

つまり、ユーザ名は大文字または小文字で入力

できます。

First Name このフィールドでは、名を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ハイフン（-）、アポス

トロフィ（'）
Last Name このフィールドでは、姓を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ハイフン（-）、アポス

トロフィ（'）
Old Password このフィールドでは、Cisco IPICS にログインするとき

に入力するパスワードを指定します。

セキュリティのため、パスワードは定期的に変更する必

要があります。サーバの設定に基づいて、強制的にパス

ワードを変更しなければならない場合があります。

（注） パスワードでは大文字と小文字が区別され、

Cisco IPICS オペレータによって設定されたと

おりに入力する必要があります。
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New Password このフィールドでは、ログイン パスワードを変更する

ときに入力する新しいパスワードを指定します。

有効な文字：英数字と特殊文字（@ [ \ ] ^ _ ` !“ # $ % 
& ' ( ) * , - ./ : ; { < | = } > ~ ?）

Confirm Password このフィールドでは、[New Password] フィールドの入

力を確定します。

Description オプション。このフィールドに説明を入力できます。

Password Expiration 
Date

表示専用。このフィールドは、ログイン パスワードの

有効期限を示します。このフィールドは読み取り専用

で、システム管理者が Cisco IPICS サーバで設定するパ

スワードの有効期限設定に基づきます。

（注） パスワードの有効期限が迫っている場合または

切れた場合は、警告メッセージが表示されます。

これらのメッセージは、[My Profile] ウィンド

ウの赤いエラー ブロックに表示されます。古い

パスワードが期限切れになる前にパスワードを

変更しない場合、ユーザ プロファイルだけにロ

グインでき、そこでパスワードを変更できます。

Cisco IPICS の他のウィンドウにはアクセスで

きません。Cisco IPICS システム管理者がパス

ワード要件を変更しても、古いパスワードは期

限が切れるまで影響を受けません。新しいパス

ワードのルールは、次に新しいパスワードを作

成するときに適用されます。

IPICS Status 表示専用。ユーザが有効か無効かを示します。

Account Status 表示専用。このフィールドは、ユーザ アカウントのス

テータスを示します。

表 4-1 [General] タブのフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 3 表 4-2 では、[Address] タブのフィールドについて説明します。

Roles 表示専用。このフィールドは、ユーザに割り当てられて

いる Cisco IPICS ロールを示します。

[All] は、すべてのロールの特権が割り当てられている

ことを示します。

Belongs To 表示専用。このフィールドは、操作ビュー（ops 
ビュー）が有効な場合に表示され、ユーザが属する ops 
ビューを示します。

詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設

定と管理」を参照してください。

表 4-2 [Address] タブのフィールド

フィールド 説明

Address このフィールドでは、番地を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、特殊文字（., ? ' # ( ) / :）。
Address (cont) このフィールドでは、追加の番地情報を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、特殊文字（., ? ' # ( ) / :）。
City このフィールドでは、市区町村を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ハイフン（-）、アポス

トロフィ（'）
State/Province このフィールドでは、都道府県を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ハイフン（-）、アポス

トロフィ（'）
Country このフィールドでは、国を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ピリオド（.）

表 4-1 [General] タブのフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 4 表 4-3 では、[Dial] タブのフィールドについて説明します。

Zip/Postal Code このフィールドでは、郵便番号を指定します。

有効な文字：英数字、スペース、ピリオド（.）
E-mail このフィールドでは、電子メール アドレスを指定します。

有効な文字：英数字、アンダースコア（_）、ピリオド

（.）、アンパサンド（@）

表 4-3 [Dial Login] タブのフィールド

フィールド 説明

Digit ID このフィールドでは、Cisco IPICS で使用するように設

定された Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS にア

クセスするときに入力する識別子を指定します。

有効な文字：数字

Old Digit Password このフィールドでは、Cisco IPICS で使用するように設

定された Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS に初

めてアクセスするときに入力するパスワードを指定しま

す（パスワードの実際の文字は、アスタリスク（*）で

表されます）。

デフォルトでは、パスワードには少なくとも 4 文字必要

です。

有効な文字：数字

Digit Password 
(PIN)

このフィールドでは、Cisco Unified IP Phone から 
Cisco IPICS サービスにアクセスするときに入力するパ

スワード、または TUI にアクセスするときに入力する

個人識別番号（PIN）を指定します （パスワードの実際

の文字は、アスタリスク（*）で表されます）。

デフォルトでは、パスワードには少なくとも 4 文字必要

です。

有効な文字：数字

表 4-2 [Address] タブのフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 5 表 4-4 では、[IDC] タブのフィールドについて説明します。

Confirm Digit 
Password

このフィールドでは、[Digit Password] フィールドの入

力を確定します。

Default Location デフォルトでは、このフィールドでは、IDC に表示され

るロケーションを指定します。

[Location] ドロップダウン リストからロケーションを選

択します。

（注） Cisco IPICS で IP 電話を使用するには、ダイヤ

ル ログインのデフォルト ロケーションと同じロ

ケーションを割り当てる必要があります。ユー

ザが Cisco IPICS にログインすると、サーバか

ら、設定済みのデフォルト ロケーションが IP 電
話に割り当てられます （この場合、ユーザのロ

ケーション選択項目はありません）。IP 電話

ユーザは、デフォルト ロケーションに割り当て

られた関連付けのあるチャネル、および割り当

てられた VTG だけにアクセスできます。設定さ

れているデフォルト ロケーションが [ALL] ロ
ケーションの場合、IP 電話ユーザは [ALL] ロ
ケーションに割り当てられているチャネルだけ

にアクセスできます。このため、IP 電話ユーザ

のデフォルト ロケーションとして [ALL] ロケー

ションを割り当てないことをお勧めします。

ロケーションの詳細については、「ロケーションの管理」

（P.2-41）を参照してください。

表 4-3 [Dial Login] タブのフィールド （続き）

フィールド 説明
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ステップ 6 表 4-5 では、[Communications] タブのフィールドについて説明します。

表 4-4 [IDC] タブのフィールド

フィールド 説明

IDC Info 表示専用。このフィールドは、VTG またはチャネルで

の通信方法を示します。

• Disable Audio：チャネルで通信の送受信を行うこ

とができません。

• Listen Only：チャネルは聞き取り専用に制限されて

います。送話はできません。

• Allow Latch：チャネルをラッチ、またはロックイ

ンできます。

• Advanced IDC Permissions：IDC で次の機能を有効

にできるかどうかを指定します。

– 音声およびトーン伝送用チャネルの複数選択

– アラート トーン伝送

– DTMF トーン伝送

– All Talk チャネル伝送

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS 
Dispatch Console User Guide』を参照してください。

表 4-5 [Communications] タブのフィールドの編集

フィールド 説明

Notification 
Preferences

このフィールドでは、1 つ以上の電子メール、ショート 
メッセージ サービス（SMS）、ポケットベル アドレスの

任意の組み合わせを指定します。

通知プリファレンスの管理については、「通信プリファ

レンスの管理」（P.4-9）を参照してください。

Radio Preferences このフィールドでは、この機能をサポートする無線の 
IPICS Connect 番号を指定します。

無線プリファレンスの管理については、「通信プリファ

レンスの管理」（P.4-9）を参照してください。
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ステップ 7 [Save] をクリックして、行った変更を保存します。

通信プリファレンスの管理

通信プリファレンスでは、ユーザに関連付けられたポリシーが実行されたとき

の、ユーザへの連絡方法を指定します。

これらのプリファレンスはまた、ディスパッチャがアクティブな VTG にユーザ

を招待するために通知またはダイヤルアウトを開始する場合にも使用されます。

通知の詳細については、第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参

照してください。

通信プリファレンスの指定時には、次の情報を入力できます。

• 通知プリファレンス：ユーザに関連付けられたポリシーが実行されたとき

の、ユーザへの連絡方法を指定します。また、ディスパッチャがアクティブ

な VTG にユーザを招待するために通知またはダイヤルアウトを開始する場

合にも使用されます。1 つ以上の電子メール、ショート メッセージ サービ

ス（SMS）、またはポケットベル アドレスの組み合わせを使用できます。

• 無線プリファレンス：Nextel 無線の 1 つ以上の直接接続番号を指定します。

この情報は、IPICS 接続機能で使用されます。

IDC Dialer 
Preference

この各フィールドでは、Cisco Unified Communications 
Manager および Cisco Unified Communications 
Manager Express で IDC ダイヤラ機能のために必要に

なる情報を指定します。

IDC ダイヤラ プリファレンスの管理については、「通信

プリファレンスの管理」（P.4-9）を参照してください。

Dial Preferences このフィールドでは、1 つ以上の電話番号を指定します。

ダイヤル プリファレンスの管理については、「通信プリ

ファレンスの管理」（P.4-9）を参照してください。

表 4-5 [Communications] タブのフィールドの編集 （続き）

フィールド 説明
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• IDC ダイヤラ プリファレンス：このフィールドでは、Cisco Unified 
Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager 
Express で IDC ダイヤラ機能のために必要になる情報を指定します。

• ダイヤル プリファレンス：ユーザに関連付けられたポリシーが実行された

ときに、ユーザに連絡するための 1 つ以上の電話番号です。また、ディス

パッチャがアクティブな VTG にユーザを招待するためにダイヤルアウトを

開始する場合にも使用されます。

（注） ユーザの通知プリファレンスは、Cisco IPICS オペレータが設定できます。詳細

については、「ユーザの通信プリファレンスの管理」（P.3-22）を参照してくださ

い。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「通知プリファレンスの表示、追加、編集、または削除」（P.4-10）

• 「ダイヤル プリファレンスの表示、追加、編集、または削除」（P.4-15）

• 「ダイヤル プリファレンスの順序の指定」（P.4-17）

通知プリファレンスの表示、追加、編集、または削除

ユーザ プロファイルの通知プリファレンスは表示、追加、編集、または削除で

きます。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My Profile] 
をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

[Notifications Preferences] ペインには、次の情報が表示されます。

• Type：ユーザへの通知方法。

– E-mail：Cisco IPICS から、指定した電子メール アドレスに通知が送信
されます。

– Pager：電子メール ゲートウェイ経由でポケットベルに通知が送信され
ます。

– SMS：Cisco IPICS から、電子メール ゲートウェイ経由で SMS に通知
が送信されます。
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• Number/Address：このフィールドでは、対応する通知タイプの電子メール 
アドレスを指定します。

ステップ 3 必要な操作を実行します。

• 通知プリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、通知を受け取る方法（電子メール、ポケッ

トベル、または SMS）を選択します。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応する通知方法の電子

メール アドレスを入力します。方法が SMS およびポケットベルの場

合、メッセージをデバイスに送信するゲートウェイの電子メール アドレ

スを指定します。

d. [Done] をクリックします。

e. さらに通知プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順を繰

り返します。

• 通知プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集する通知プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、通知を受け取る方法を選択します。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応する通知方法の電子

メール アドレスを入力します。方法が SMS およびポケットベルの場

合、メッセージをデバイスに送信するゲートウェイの電子メール アドレ

スを指定します。

e. [Update] をクリックします。

• 通知プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除する通知プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。
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無線プリファレンスの表示、追加、編集、または削除

ユーザ プロファイルの無線プリファレンスは表示、追加、編集、または削除で

きます。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Profile] をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

[Radio Preferences] ペインには、次の情報が表示されます。

– Type：IPICS Connect 機能をサポートするシリアル無線の無線ディスク

リプタ。

– Value：関連付けられている無線の IPICS Connect 番号。

ステップ 3 必要な操作を実行します。

• 無線プリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、IPICS Connect の番号を設定する無線のタ

イプを選択します。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、無線の IPICS Connect 番
号を入力します。

d. [Done] をクリックします。

e. さらにダイヤル プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順

を繰り返します。

• 無線プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集する無線プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、IPICS Connect の番号を設定する無線のタ

イプを選択します。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、無線の IPICS Connect 番
号を入力します。
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e. [Update] をクリックします。

• 無線プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除する無線プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにします。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

無線プリファレンスの順序の指定

無線プリファレンス内の無線の順序は指定できます。この機能は、将来的な使用

のために予約されています。

ダイヤル プリファレンスの順序を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Profile] をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

ステップ 3 リストの別の場所に移動するダイヤル プリファレンス タイプの隣にあるチェッ

クボックスをオンにします。

ステップ 4 リストの上位にダイヤル プリファレンスを移動する場合は上矢印ボタンを、下

位に移動する場合は下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5 他のダイヤル プリファレンスを移動する場合は、必要に応じてステップ 3 とス

テップ 4 を繰り返します。

ステップ 6 [Save] をクリックして変更を保存します。
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IDC ダイヤラ プリファレンスの表示または更新

IDC ダイヤラ機能を使用する場合は、IDC ダイヤラ プリファレンス項目を設定

する必要があります。また、IDC が同じ情報を使用して登録を行う CUCM また

は CME も設定する必要があります （IDC ダイヤラ機能の詳細については、リ

リース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください）。

ユーザ プロファイルの IDC ダイヤラ プリファレンスは、表示または更新できま

す。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Profile] をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

[IDC Dialer Preferences] ペインには次のフィールドがあります。

– IDC Dialer Phone Number：ユーザのログイン時に、IDC で Cisco 
Unified Communications Manager（CUCM）または Cisco Unified 
Communications Manager Express（CME）への登録のために必要とな

る一意の番号です。この番号は IDC が、発信者番号を表示するように

設定されたデバイスにコールを発信すると、エンド デバイス上に表示さ

れます。

– End User Name：ユーザに設定された、CUCM または CME のエンド 
ユーザ名です。

– End User Password：ユーザに設定された、CUCM または CME のエン

ド ユーザ パスワードです。

– Confirm End User Password：[End User Password] フィールドのパス

ワードを確認します。

ステップ 3 次の操作を実行します。

a. [IDC Dialer Phone Number] フィールドに、IDC でユーザのログイン時に 
CUCM または CME への登録のために必要となる一意の番号を入力します。

この番号は IDC が、発信者番号を表示するように設定されたデバイスに

コールを発信すると、エンド デバイス上に表示されます。このパラメータ

は、CUCM または CME でも設定する必要があります。

b. [End User Name] フィールドに、ユーザに設定される CUCM または CME 
のエンド ユーザ名を入力します。
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c. [End User Password] フィールドに、ユーザに設定される CUCM または 
CME のエンド ユーザ パスワードを入力します。

d. [Confirm End User Password] フィールドに、[End User Password] フィール

ドに入力したパスワードと同じものを再入力します。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

ダイヤル プリファレンスの表示、追加、編集、または削除

ユーザ プロファイルのダイヤル プリファレンスは、表示、追加、編集、または

削除できます。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My Profile] 
をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

[Dial Preferences] ペインには、次の情報が表示されます。

– Type：このフィールドでは、ビジネス、車、自宅など、ダイヤル先のロ

ケーションの説明を指定します。

– Dial Number：このフィールドでは、対応するロケーション タイプの電

話番号を指定します。

ステップ 3 必要な操作を実行します。

• ダイヤルプリファレンスを追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックします。

b. ドロップダウン リストから、ダイヤル プリファレンスの説明を選択し

ます。

c. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応するダイヤル プリ

ファレンスの電話番号を入力します。

このフィールドには、数字、ダッシュ（-）、スペースを入力できます。

電話番号に内線が含まれている場合は、内線番号の前に大文字または小

文字の X を入力します。

d. [Done] をクリックします。
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e. さらにダイヤル プリファレンスを追加するには、必要に応じてこの手順

を繰り返します。

• ダイヤル プリファレンスを編集するには、次の手順を実行します。

a. 編集するダイヤル プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにしま

す。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Edit] をクリックします。

c. ドロップダウン リストから、ダイヤル プリファレンスの説明を選択し

ます。

d. ドロップダウン リストの隣のフィールドに、対応するダイヤル プリ

ファレンスの電話番号を入力します。

このフィールドには、数字、ダッシュ（-）、スペースを入力できます。

電話番号に内線が含まれている場合は、内線番号の前に大文字または小

文字の X を入力します。

e. [Update] をクリックします。

• ダイヤル プリファレンスを削除するには、次の手順を実行します。

a. 削除するダイヤル プリファレンスの隣のチェックボックスをオンにしま

す。

上矢印または下矢印ボタンを使用して、チェック マークを隣のチェック

ボックスに移動します。

b. [Delete] をクリックします。

ステップ 4 関連付けられたポリシーの実行時に、ポリシー エンジンがユーザに連絡すると

き、[Dial Preferences] リストで設定された電話番号を使用するように指定する

には、[Dial after sending notifications] チェックボックスをオンにします。

（注） [Dial after sending notifications] チェックボックスがオンになっている

場合、Cisco IPICS は、すべての電子メール通知を送信してから、ユー

ザ プロファイルで設定されているダイヤル プリファレンスを使用して、

参加者に電話します。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。
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ダイヤル プリファレンスの順序の指定

ダイヤル プリファレンスに追加する電話番号の順序を指定できます。

Cisco IPICS は、 後の電話番号まで電話するか、その 1 つで応答があるまで、

リストの 初の電話番号から順番に電話をかけます。コールが成立すると、

Cisco IPICS はコールを接続し、電話をかける作業を停止します。コールが成立

しない場合、Cisco IPICS は、コールが成立するか、プリファレンス リストの

後の番号に達するまで、リストの順番に従って電話をかけます。

ダイヤル プリファレンスの順序を指定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Profile] をクリックします。

ステップ 2 [Communications] タブをクリックします。

ステップ 3 リストの別の場所に移動するダイヤル プリファレンス タイプの隣にあるチェッ

クボックスをオンにします。

ステップ 4 リストの上位にダイヤル プリファレンスを移動する場合は上矢印ボタンを、下

位に移動する場合は下矢印ボタンをクリックします。

ステップ 5 他のダイヤル プリファレンスを移動する場合は、必要に応じてステップ 3 とス

テップ 4 を繰り返します。

ステップ 6 [Save] をクリックして変更を保存します。

ユーザの関連付けの管理
Cisco IPICS では、ユーザを他のユーザ、チャネル、VTG、電話、およびポリ

シーに関連付けることができます。Administration Console の [My 
Associations] ウィンドウに、自分が関連付けられている Cisco IPICS リソース

を表示できます。

[My Associations] ウィンドウには、Cisco IPICS で関連付けられているチャネ

ル、無線、ユーザ、電話、仮想トーク グループ、およびポリシーを表示する情

報タブがあります。これらの各タブ内のリソースについては、表 4-6 ～表 4-11 
を参照してください。
4-17
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 4 章     Cisco IPICS ユーザのタスク

    ユーザの関連付けの管理
表 4-6 [Channels] タブのフィールド

フィールド 説明

Associated Channels このタブには、関連付けられているチャネルが表示され

ます。

PTT チャネルに関連付けられている場合、これらのチャ

ネルは、IDC または適切に設定された 
Cisco Unified IP Phone にオプションとして表示されます。

関連付けられているチャネルを表示するには、[View] 
ドロップダウン リストから [Channels] を選択します。

関連付けられているチャネルに関して、次の情報が表示

されます。

• Channel Name：このフィールドはチャネルの名前

を示します。

• Status：このフィールドは、チャネルが有効か無効

かを示します。

• Latchable：チャネルをラッチ（ロック）できるか

どうかを示します。

• Disable Audio：オーディオが無効になっているか

どうかを示します。

• Listen Only：聞き取り専用属性が有効になっている

かどうかを示します。
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表 4-7 では、[Radios] タブのフィールドについて説明します。

表 4-7 [Radios] タブのフィールド

フィールド 説明

Associated Radios このタブには、関連付けられている無線が表示されます。

関連付けられている無線に関して、次の情報が表示され

ます。

• Radio Name：このフィールドは無線の名前を示し

ます。

• Location：このフィールドは、無線のロケーション

を示します。ロケーションによって、無線が受信可

能かどうかがわかります。

• Multicast Address：このフィールドは、無線のマル

チキャスト アドレスを示します。

• Type：このフィールドは、無線のタイプを示します。

• Status：このフィールドは、無線のステータスを示

します。

無線には、次のいずれかのステータスが設定されます。

• Enabled：無線は有効になっています。

• Disabled：無線は無効になっています。

• Descriptor Corrupted/Missing：このステータスは、

無線またはトーン ディスクリプタ ファイルが破損

しているか、Cisco IPICS から失われたことを示し

ます。

• Active：このステータスは、無線がアクティブな状

態であることを示します。

• Pending：このステータスは、無線が保留状態であ

ることを示します
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表 4-8 では、[Incidents] タブのフィールドについて説明します。

表 4-9 では、[Phones] タブのフィールドについて説明します。

表 4-8 [Incidents] タブのフィールド

フィールド 説明

Associated Channels このタブでは、インシデントに関する情報を指定します。

• ID：インシデントの ID を指定します。

• Name：インシデントの名前を指定します。

• Started：インシデントがいつ開始されたかを示しま

す。

• State：インシデントがアクティブか非アクティブか

を示します。

表 4-9 [Phones] タブのフィールド

フィールド 説明

Associated Phones このタブには、関連付けられている電話が表示されます。

電話と関連付けられている場合、IDC を使用して、電話

から接続できる他のユーザと通信できます。

関連付けられている電話に関して、次の情報が表示され

ます。

• Dial Destination：このフィールドは、通話先の電話

番号（関連付けられている電話の番号）を示します。

• Label：このフィールドは、IDC に表示されるラベ

ルを示します。
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表 4-10 では [Virtual Talk Groups] タブのフィールドについて説明します。

表 4-11 では、[Policies] タブのフィールドについて説明します。

関連付けられているリソースを表示するには、「ユーザの関連付けの表示」

（P.4-22）を参照してください。

表 4-10 [Virtual Talk Groups] タブのフィールド

フィールド 説明

Virtual Talk Groups このタブには、関連付けられている VTG が表示されます。

VTG と関連付けられている場合、その VTG の他の参加

者と通信できます。

関連付けられている VTG を表示するには、[View] ド
ロップダウン リストから [Virtual Talk Groups] を選択し

ます。

関連付けられている VTG に関して、次の情報が表示さ

れます。

• VTG Name：このフィールドは VTG の名前を示し

ます。

• Status：VTG がアクティブか非アクティブかを示し

ます。

表 4-11 [Policies] タブのフィールド

フィールド 説明

Associated Policies このタブには、ポリシー エンジンをコールしてアクティ

ブ化できる、関連付けられたポリシーが表示されます。

このウィンドウの [Policy Name] カラムにはポリシー名

が表示されます。

（注） ポリシー名の隣にあるチェックボックスをオン

にして、ポリシー リストの下部にある上矢印と

下矢印をクリックして、ポリシーの表示順を変

更できます。
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ユーザの関連付けの表示

ユーザの関連付けを表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、[My 
Associations] をクリックします。

ステップ 2 ユーザの関連付けを表示するには、次の情報タブをクリックします。

• Channels：このタブには、関連付けられているチャネルが表示されます。

• Users：このタブには、関連付けられているユーザが表示されます。

• Phones：このタブには、関連付けられている電話が表示されます。

• Virtual Talk Groups：このタブには、関連付けられている VTG が表示され

ます。

• Policies：このタブには、関連付けられているポリシーが表示されます。

• Radios：このタブには、関連付けられている無線が表示されます。

（注） ポリシー名の隣にあるチェックボックスをオンにし、上矢印と下矢印を

クリックして、ポリシーの表示順を変更できます。

関連付けの各タブの説明については、表 4-6 を参照してください。

IDC のダウンロード
Cisco IPICS ユーザは、PC に IDC の 新バージョンをダウンロードできます。

これを行うには、IDC のダウンロード先の PC から次の手順を実行します。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』
を参照してください。
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手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Home] トレイにアクセスし、

[Download IDC] をクリックします。

IDC を PC にダウンロードし、デスクトップにショートカットを作成する IDC 
ダウンロード ユーティリティが起動されます。

ステップ 2 画面の指示に従って、IDC をダウンロードし、インストールしてください。
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C H A P T E R 5

Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

Cisco IPICS ディスパッチャは、仮想トーク グループ（VTG）の設定、VTG の
アクティブ化による会議の開始、非アクティブおよびアクティブ VTG でのメン

バまたは参加者の追加または削除を担当します。また、必要に応じて、アクティ

ブ VTG の監視、参加者へのアクティブ VTG に関する通知、IDC ユーザの消音

と消音解除も行います。

さらに、ディスパッチャは、ポリシーを管理します。各ポリシーは特定の時間に 
VTG をアクティブにし、指定時間が経過したら非アクティブにします。ポリ

シー管理作業は、Cisco IPICS Administration Console の [Policy Engine] タブで

行います。ポリシー エンジンの詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー 
エンジンの設定と管理」および第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い

方」を参照してください。

（注） 特定の ops ビューに属するディスパッチャまたはオペレータだけが、その ops 
ビューに関連付けられているポリシーを作成、編集、または削除する必要があり

ます。ディスパッチャまたはオペレータが、別の ops ビューに属するポリシーを

変更すると、ユーザがポリシーを表示したときに不整合が生じることがありま

す。詳細については、第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」および

第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」を参照してください。

Cisco IPICS ディスパッチャの作業は、Administration Console の [Virtual Talk 
Groups] ウィンドウから実行します。このウィンドウにアクセスするには、

「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）の説明に従って、

Administration Console にログインします。[VTG Management] > [Virtual Talk 
Groups] に移動します。
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（注） [Virtual Talk Groups] ウィンドウにアクセスするには、ディスパッチャのロール

が割り当てられている必要があります。

（注） Cisco IPICS では、一度に複数のディスパッチャがシステムにログインできま

す。このような状況では、1 人のディスパッチャが VTG にコミットするユーザ、

チャネル、またはグループが、別のディスパッチャにも必要な場合があるので、

ディスパッチャ間で調整が必要です。Cisco IPICS の操作ビュー（「ops ビュー」

とも呼ばれる）には、この状況を処理する機能があります。この機能を使用する

と、ディスパッチャには、特定の ops ビューに割り当てられている VTG 参加者

しか表示されません。ops ビューの詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作

ビューの設定と管理」を参照してください。

VTG の管理
VTG を使用すると、さまざまなチャネル上の複数の参加者が 1 つのマルチキャ

スト アドレスを使用して通信できます。VTG の参加者には、ユーザ、ユーザ グ
ループ、チャネル、チャネル グループ、および他の VTG を含めることができま

す。アクティブ VTG はイベントとも呼ばれ、参加者全員が相互にライブ接続し

ます。

非アクティブ VTG を作成して、VTG を編成できます。この VTG を使用して、

アクティブにしたときに通信できる参加者を手配します。必要な数の非アクティ

ブ VTG を作成して、必要に応じてアクティブにできます。

VTG をアクティブにした後、ユーザ、チャネル、他の VTG の追加や削除、

VTG 参加者への通知とダイヤルアウト、IDC ユーザの消音と消音解除を行って、

VTG を簡単に管理できます。

この章では、VTG の管理方法について説明します。この章は、次の項で構成さ

れています。

• 「非アクティブ VTG の管理」（P.5-6）

• 「アクティブ VTG の管理」（P.5-17）

• 「検索ユーティリティの使用」（P.5-36）

• 「VTG 管理のベスト プラクティス」（P.5-38）
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VTG の管理タスクは、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] ウィンドウ

で行います。このウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細につい

ては、「[Virtual Talk Groups] ウィンドウの概要」（P.5-3）を参照してください。

関連情報については、「VTG 管理のベスト プラクティス」（P.5-38）を参照して

ください。

（注） 一部の VTG 管理タスクは、IDC で実行できます。詳細については、リリース 
4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください。

[Virtual Talk Groups] ウィンドウの概要

Cisco IPICS ディスパッチャは、[Virtual Talk Groups] ウィンドウでディスパッ

チャのタスクを実行します。[Virtual Talk Groups] ウィンドウには、Cisco 
IPICS に追加した各 VTG に関する情報が表示されます。

このウィンドウの下部には、Cisco IPICS VTG のリストと各 VTG の一般情報が

表示されます。デフォルトでは、この領域にはすべての VTG が表示されます

が、ウィンドウの上部で指定した検索条件と一致する VTG だけを表示すること

もできます。

（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結

果ページの 1 ページあたりに表示する VTG の行数を指定できます。結

果ページ間を移動するには、ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、

[Go] をクリックします。
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表 5-1 では [Virtual Talk Groups] ウィンドウのフィールドについて説明します。

表 5-1 [Virtual Talk Groups] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明 参照先

フィルタ

[VTG Name] 
フィールド

このフィールドでは、入力した文字列

（大文字と小文字は区別されません）で始

まる VTG 名だけを検索できます。

VTG の表示を制限したり、特定の 
VTG を表示したりするには、フィルタ 
フィールドに必要なフィルタ条件を入

力し、[Go] をクリックします。[Go] ボタン このボタンをクリックして、選択した検

索条件に従って VTG を表示します。

[Clear Filter] ボ
タン

このボタンをクリックして、フィルタ選

択を削除し、VTG の空のリストを表示し

ます。

VTG 情報

[VTG Name] 
フィールド

このフィールドでは、VTG に割り当てら

れている一意の識別名を指定します。

「非アクティブ VTG の管理」（P.5-6）
を参照してください。

[Status] フィー

ルド

VTG がアクティブか非アクティブかを示

します。

「アクティブ VTG の管理」（P.5-17）を

参照してください。

[Prompt] フィー

ルド

音声ユーザ名が VTG に録音されているか

どうかを示します。

このプロンプトは、ユーザが Cisco IPICS 
テレフォニー ユーザ インターフェイスに

ログインすると再生されます。

[Prompt] カラムでユーザの [Not 
Recorded] または [Recorded] リンクをク

リックして、音声ユーザ名プロンプトを

録音できます。[Prompt] カラムでリンク

をクリックすると、[Spoken Names] ウィ

ンドウが表示されます。

「プロンプトの管理」（P.8-11）を参照

してください。

[Add] ボタン このボタンをクリックして、新しい 
Cisco IPICS VTG を追加します。

「新しい VTG の追加」（P.5-10）および

「VTG の変更」（P.5-13）を参照してく

ださい。

[Delete] ボタン このボタンをクリックして、VTG を削除

します。

「VTG の削除」（P.5-16）を参照してく

ださい。
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個々の VTG ウィンドウには、次の情報タブがあります。

• [General] タブ：このタブでは、VTG 名、説明、VTG のステータスなど、

VTG に関する情報を管理できます。

• [IDC] タブ：このタブでは、IDC の属性を設定できます。

• [Participants] タブ：このタブでは、使用可能なリソースと現在の VTG 参加

者の表示、VTG のチャネル、ユーザ、他の VTG の追加および削除、VTG 
のアクティブ化と非アクティブ化、およびアクティブ VTG 内でのさまざま

な作業を行うことができます。実行できる作業には、ユーザへの通知、特定

の VTG 参加者へのダイヤル アウト、IDC 属性の有効化と無効化などが含ま

れます。

Cisco IPICS でユーザやチャネルを無効にすると、アクティブ VTG から切断さ

れますが、アクティブ VTG の [Participants] タブにはそのまま表示されます。

そのユーザまたはチャネルの右には青い X またはテキストのステータス、ある

いはその両方が表示されます。無効にしている間に、ユーザまたはチャネルの属

性を変更できます。

[Change Status] 
ドロップダウン 
リスト

このドロップダウン リストから、VTG を
アクティブにするか非アクティブにする

かを選択します。

「VTG のステータスの変更」（P.5-19）
を参照してください。

表示コントロール

[Rows per page] 
ドロップダウン 
リスト

VTG リストの 1 ページに表示する VTG 
の行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を参照

してください。

[Page] フィール

ド

特定のページの VTG を表示します。

[|<] （ 初の

ページ）ボタン

VTG リストの 初のページを表示します。

[<] （前のペー

ジ）ボタン

VTG リストの前のページを表示します。

[>] （次のペー

ジ）ボタン

VTG リストの次のページを表示します。

[>|] （ 後の

ページ）ボタン

VTG リストの 後のページを表示します。

表 5-1 [Virtual Talk Groups] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明 参照先
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[Virtual Talk Groups] ウィンドウにアクセスするには、「Administration Console 
へのアクセス」（P.1-15）の説明に従って Administration Console にログインし、

[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移動します。

（注） [Virtual Talk Groups] ウィンドウにアクセスするには、ディスパッチャのロール

が割り当てられている必要があります。

非アクティブおよびアクティブ VTG の管理の詳細については、「非アクティブ 
VTG の管理」（P.5-6）および「アクティブ VTG の管理」（P.5-17）を参照して

ください。

非アクティブ VTG の管理

非アクティブ VTG では、ネットワーク リソースをコミットしたり、進行中の 
VTG に影響を与えたりすることなく、メンバ（ユーザ、PTT チャネル、および 
VTG）のさまざまな手配を行うことができます。ディスパッチャは、VTG をいつ

でもアクティブにして、VTG 参加者をライブ会議に参加させることができます。

VTG に関する情報は、[Virtual Talk Groups] ウィンドウに表示される VTG 名をク

リックして表示できます。VTG に関する情報が別のウィンドウに表示されます。

非アクティブ VTG を変更しても、VTG をアクティブにするまで、システム リ
ソースや参加者間の通信に変化はありません。アクティブ VTG に変更を加えて

も、VTG の元の属性は変化しません。

次の項からは、非アクティブ VTG の管理について説明します。

• 「非アクティブ VTG 管理のガイドライン」（P.5-7）

• 「新しい VTG の追加」（P.5-10）

• 「VTG の変更」（P.5-13）

• 「VTG の削除」（P.5-16）

VTG の管理タスクは、Administration Console の [Virtual Talk Groups] ウィンドウ

で行います。このウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳細につい

ては、「[Virtual Talk Groups] ウィンドウの概要」（P.5-3）を参照してください。
5-6
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 5 章     Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

    VTG の管理
非アクティブ VTG 管理のガイドライン

VTG を管理している場合は、次のガイドラインに従ってください。

• Cisco IPICS ユーザは、VTG メンバのリストに何度も表示されることがあり

ます。たとえば、ユーザは個別に追加されることも、1 つ以上のユーザ グ
ループの一部として追加されることもあります。VTG がアクティブになった

とき、Cisco IPICS ではそのような場合も 1 人のユーザとして認識されます。

• [Users]、[Channels]、または [Radios] リストからユーザまたはチャネルを 
VTG にドラッグしたとき、そのユーザまたはチャネルが VTG 内のグループ

にすでに存在している場合、チャネルまたはユーザは個別のユーザまたは

チャネルとして再度表示されることはありません。ユーザまたはチャネルを 
VTG に個別にドラッグし、そのユーザまたはチャネルを含むグループを追

加した場合、そのユーザまたはチャネルはグループ内でも個人としても表示

されます。

• Cisco IPICS では、参加者のいない空の VTG を作成できます。空の VTG を
アクティブにして、参加者を追加できます。

• VTG を別の VTG に追加すると、追加する各 VTG は、サブ VTG と呼ばれ

ます。 上位の VTG をアクティブにすると、サブ VTG もアクティブにな

ります。サブ VTG をアクティブにしても、 上位 VTG はアクティブにな

りません。

• VTG を、そのサブ VTG の参加者にしたり、結果的に VTG がループする 
VTG を作成したりできません。たとえば、VTG-A を VTG-B に入れた場

合、VTG-B を VTG-A に入れることはできません。

同様に、VTG-A にサブ VTG-D が含まれ、VTG-C にサブ VTG-D が含まれ

ている場合、VTG-C を VTG-A に追加できません。

アクティブにするとオーディオ ループの原因となるチャネルまたは VTG を
アクティブにしようとすると、Cisco IPICS によりこの操作が検出され、ア

クティブにできません。これらのチャネルまたは VTG は、VTG リストで取

り消し線付きで表示されます。

• 同じ VTG 内で、セキュリティで保護されたチャネルと保護されていない

チャネルを混合させると、セキュリティで保護されていないチャネルのユー

ザがセキュリティで保護されたチャネルのユーザの声を聞けるようになるた

め、この設定はお勧めできません。
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• [VTG Management] > [Virtual Talk Groups] ウィンドウから特定の VTG を
クリックすると、参加者情報が表示されます。ここから、Cisco IPICS で設

定されている利用可能なすべての VTG リソースを表示できます。詳細につ

いては、「新しい VTG の追加」（P.5-10）を参照してください。

• PTT チャネルを追加するには、[Channels Resources] 領域から [Participants] 
領域に追加するチャネル名をドラッグします。

• PTT チャネル グループを追加するには、[Channels Resources] 領域から 
[Participants] 領域に追加するチャネル グループ名をドラッグします。

• 無線チャネルを追加するには、[Channels Resources] 領域から [Participants] 
領域に追加する無線をドラッグします。

（注） オーディオ ループを回避するため、Cisco IPICS は、一度に 1 つの VTG 
だけでアクティブな無線チャネルをサポートしています。

• ユーザを追加するには、[Users Resources] 領域から [Participants] 領域に追

加するユーザ名をドラッグします。

• ユーザ グループを追加するには、[Users Resources] 領域から [Participants] 
領域に追加するユーザ グループ名をドラッグします。

• VTG を追加するには、[Resources] 領域から [Participants] 領域に追加する 
VTG 名をドラッグします （VTG を別の VTG に追加すると、会議の会議が

作成されます）。

• 検索したチャネル、ユーザ、または VTG を追加するには、[Resources] 領
域から [Participants] 領域にリソースをドラッグします。

ヒント 折りたたんだ [Channels]、[Channel Groups]、[Users]、[User Groups]、
または [VTGs] リストを展開するには、リストの左にある矢印をクリッ

クします。

ドラッグ アンド ドロップ操作を終了し、マウス ボタンを放すと、非アク
ティブ VTG に追加したリソースは、[Save] をクリックして変更をコミット
するまで緑色で表示されます。緑色で表示されている項目を削除するには、
[Participants] 領域から [Resources] 領域にそのアイテムをドラッグします。
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ヒント VTG への変更を保存するには、[Activate VTG] ボタンをクリックする

前に、[Save] をクリックしてください。[Save] をクリックする前に 
[Activate VTG] をクリックすると、変更が失われ、再入力する必要があ

ります。

（注） VTG をアクティブまたは非アクティブにするには、Cisco IPICS サーバ

が RMS と通信する必要があります。RMS を利用できないときに VTG 
を非アクティブにすると、Cisco IPICS データベースで非アクティブ化

は発生しますが、Cisco IPICS サーバが RMS との通信を再開するまで、

RMS では反映されません。

• VTG から IDC ユーザを削除し、そのユーザが VTG に残されているチャネ

ルを監視している場合、そのユーザは、ユーザに関連付けられているチャネ

ルを介して、VTG に引き続き参加できます。

• ユーザまたはチャネルが VTG に複数回表示される場合、そのユーザまたは

チャネルの表示を 1 つ削除すると、VTG からそのユーザまたはチャネルの

すべてのインスタンスが削除されます。

• [Participants] 領域でユーザ グループからユーザをドラッグして外に出して

も、実際のユーザ グループは変更されません。

• VTG では、空の PTT チャネル グループまたはユーザ グループは作成でき

ません。グループが VTG に含まれ、そのグループからすべてのメンバをド

ラッグして外に出すと、そのグループは VTG から削除されます。

• 検索したチャネル、ユーザ、または VTG を追加するには、[Resources] 領
域から [Participants] 領域にリソースをドラッグします。

（注） 同じ VTG 内で、セキュリティで保護されたチャネルと保護されていな

いチャネルを混合させると、セキュリティで保護されていないチャネル

のユーザがセキュリティで保護されたチャネルのユーザの声を聞けるた

め、この設定はお勧めできません。
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新しい VTG の追加

VTG を追加する場合、VTG の名前を指定し、通常は、その VTG に参加するメ

ンバを指定します。VTG は、保存後いつでもアクティブにできます。

（注） VTG をアクティブまたは非アクティブにするには、Cisco IPICS サーバが RMS と
通信する必要があります。RMS を利用できないときに VTG を非アクティブにす

ると、Cisco IPICS データベースで非アクティブ化は発生しますが、Cisco IPICS 
サーバが RMS との通信を再開するまで、RMS では反映されません。

新規 VTG を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移動します。

ステップ 2 [Add] をクリックします。

ステップ 3 [VTG Name] フィールドに、VTG の一意の名前を入力します。

この名前には、英数字、特殊文字、およびスペースを使用できます。

ステップ 4 [Description] フィールドに、この VTG の説明を入力します。

ステップ 5 [Status] フィールドで、VTG のステータスを確認できます。

ステップ 6 IDC 属性を表示するには、[IDC] タブをクリックします。

属性と関連付けの動作については、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照

してください。

ステップ 7 [RX Mute During PTT] ドロップダウン リストから、次のいずれかの値を選択し

ます。

• VTG：PTT が使用されている場合、VTG で RX（受信）が消音されます。

• None：PTT が使用されている場合、どのチャネルも消音されません。

• All：PTT が使用されている場合、RX はすべてのチャネルと VTG で消音さ

れます。

ステップ 8 IDC で音声アクティビティ検出（VAD）を有効にするには、[Enable VAD] 
チェックボックスをオンにします。

VAD が有効な場合、IDC は音声アクティビティを検出した場合だけ音声トラ

フィックを送信します。
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チャネルと VTG で true（属性チェックボックスをオン）に設定すると、IDC 
で、チャネルまたは VTG との通信中に VAD が使用されます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボックスはオフ）に設定され

ています。

ステップ 9 ラッチを有効にするには、[Allow Latch] チェックボックスをオンにします。

ラッチ機能では、Cisco IPICS ユーザが PTT チャネルをロックインできます。

（注） チャネルと VTG で [Allow Latch] が true（属性チェックボックスをオ

ン）に設定されている場合、ユーザは任意のチャネルと VTG または

ユーザと VTG の関連付けでラッチを使用できます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボックスはオフ）に設定され

ています。

ステップ 10 [Listen Only] を有効にするには、[Listen Only] チェックボックスをオンにします。

true（属性チェックボックスをオン）に設定すると、ユーザは、チャネルを聞き

取れますが、送話はできません。この属性は、IDC、IP 電話、ダイヤルイン、

およびモバイル クライアントのユーザに適用されます。

（注） VTG にチャネルだけが含まれ、ユーザが含まれていない場合、IDC で 
[Listen Only] を有効にしても効果はありません。ただし、VTG にユー

ザが含まれている場合、[Listen Only] を有効にすると、IDC 上の [PTT] 
ボタンはグレー表示されますが、IDC のチャネルは [Listen Only] に設

定されません。

ステップ 11 IDC に表示される特定の色で VTG を一意に識別するには、[VTG] 色ドロップダ

ウン リストから色を選択します。

ステップ 12 VTG に IDC 地域を割り当てるには、[VTG IDC Region] ドロップダウン リスト

から地域を選択します。

ステップ 13 VTG に参加者を追加するには、[Participants] タブをクリックします。

ステップ 14 Cisco IPICS で設定され、この VTG の参加者として追加できる使用可能なリ

ソースを表示するには、[Resources] 領域に表示される [View] ドロップダウン 
リストから次のいずれかのオプションを選択します。
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（注） Cisco IPICS で設定されているユーザ、チャネルまたは VTG の数が 100 
未満の場合、リソースはドロップダウン リストに表示されます。設定さ

れているリソース数が 100 を超える場合、検索機能を使用して表示する

必要があります。検索機能の詳細については、「検索ユーティリティの

使用」（P.5-36）を参照してください。

• Channels：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネルを表示するに

は、このオプションを選択します。

• Channel Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネル グルー

プを表示するには、このオプションを選択します。

（注） ドロップダウン リストから [Channel Groups] を選択すると、[Search] ボ
タンがグレー表示され、検索機能は使用できなくなります。

• Radios：Cisco IPICS で設定されている使用可能な無線を表示するには、こ

のオプションを選択します。

• Users：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザを表示するには、

このオプションを選択します。

• User Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザ グループを

表示するには、このオプションを選択します。

（注） ドロップダウン リストから [User Groups] を選択すると、[Search] ボタ

ンがグレー表示され、検索機能は使用できなくなります。

• Virtual Talk Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能な VTG を表示

するには、このオプションを選択します。

ステップ 15 「非アクティブ VTG 管理のガイドライン」（P.5-7）の説明に従って、任意の数と

組み合わせのリソースを VTG に追加します。

ヒント 折りたたんだ [Channels]、[Channel Groups]、[Users]、[User Groups]、
または [VTGs] リストを展開するには、リストの左にある矢印をクリッ

クします。
5-12
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 5 章     Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

    VTG の管理
（注） VTG への変更を保存するには、[Activate VTG] ボタンをクリックする

前に、[Save] をクリックしてください。[Save] をクリックする前に 
[Activate VTG] をクリックすると、変更が失われ、再入力する必要があ

ります。

ステップ 16 [Save] をクリックして、現在のウィンドウを終了せずに VTG を追加します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 17 このウィンドウから VTG をアクティブにするには、[Activate VTG] をクリック

します。

VTG の変更

VTG の変更時に、名前の変更と、参加者の追加または削除を行うことができます。

非アクティブ VTG はアクティブなイベントではないので、ユーザ間の現在の通

信に影響を与えることなく変更を加えることができます。

VTG を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移

動します。

ステップ 2 [VTG Name] カラムで、変更する VTG の名前をクリックします。

ステップ 3 VTG の名前を変更する場合は、[General] タブをクリックし、[VTG Name] 
フィールドに新しい名前を入力します。

名前には英数字、スペース、および次の中の任意の文字を含めることができます

（. , – ' # ( ) / :）。

ステップ 4 IDC 属性を表示するには、[IDC] タブをクリックします。

属性と関連付けの動作については、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照

してください。

ステップ 5 [RX Mute During PTT] ドロップダウン リストから、次のいずれかの値を選択し

ます。
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• VTG：PTT が使用されている場合、VTG で RX（受信）が消音されます。

• None：PTT が使用されている場合、どのチャネルも消音されません。

• All：PTT が使用されている場合、RX はすべてのチャネルと VTG で消音さ

れます。

ステップ 6 IDC で音声アクティビティ検出（VAD）を有効にするには、[Enable VAD] 
チェックボックスをオンにします。

VAD が有効な場合、IDC は音声アクティビティを検出した場合だけ音声トラ

フィックを送信します。

チャネルと VTG で true（属性チェックボックスをオン）に設定すると、IDC 
で、チャネルまたは VTG との通信中に VAD が使用されます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボックスはオフ）に設定され

ています。

ステップ 7 ラッチを有効にするには、[Allow Latch] チェックボックスをオンにします。

ラッチ機能では、Cisco IPICS ユーザがチャネルをロックインできます。

（注） チャネルと VTG で [Allow Latch] が true（属性チェックボックスをオ

ン）に設定されている場合、ユーザは任意のチャネルと VTG または

ユーザと VTG の関連付けでラッチを使用できます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボックスはオフ）に設定され

ています。

ステップ 8 [Listen Only] を有効にするには、[Listen Only] チェックボックスをオンにします。

true（属性チェックボックスをオン）に設定すると、ユーザは、チャネルを聞き

取れますが、送話はできません。この属性は、IDC、IP 電話、ダイヤルイン、

およびモバイル クライアントのユーザに適用されます。

（注） チャネルだけが含まれ、ユーザが含まれていない VTG の場合、IDC で 
[Listen Only] を有効にしても効果はありません。ただし、VTG にユー

ザが含まれている場合、[Listen Only] を有効にすると、IDC 上の [PTT] 
ボタンはグレー表示されますが、IDC のチャネルは [Listen Only] に設

定されません。

ステップ 9 IDC に表示される特定の色で VTG を一意に識別するには、[VTG] 色ドロップダ

ウン リストから色を選択します。
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ステップ 10 VTG に IDC 地域を割り当てるには、[VTG IDC Region] ドロップダウン リスト

から地域を選択します。

ステップ 11 Cisco IPICS で設定され、VTG に参加者として追加できるリソースを表示する

には、[Participants] タブをクリックします。

ステップ 12 [Resources] 領域の [View] ドロップダウン リストで、次の条件から選択します。

（注） Cisco IPICS で設定されているユーザ、チャネルまたは VTG の数が 100 
未満の場合、リソースはドロップダウン リストに表示されます。設定さ

れているリソース数が 100 を超える場合、検索機能を使用して表示する

必要があります。詳細については、「検索ユーティリティの使用」

（P.5-36）を参照してください。

• Channels：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネルとチャネル グ
ループを表示するには、このオプションを選択します。

• Channel Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネル グルー

プを表示するには、このオプションを選択します。

• Radios：Cisco IPICS で設定されている使用可能な無線を表示するには、こ

のオプションを選択します。

• Users：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザを表示するには、

このオプションを選択します。

• User Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザ グループを

表示するには、このオプションを選択します。

• Virtual Talk Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能な VTG を表示

するには、このオプションを選択します。

ステップ 13 ステップ 12 でビューを選択した後、VTG に参加者を追加するには、「非アク

ティブ VTG 管理のガイドライン」（P.5-7）を参照してください。

ヒント 折りたたんだ [Channels]、[Channel Groups]、[Users]、[User Groups]、
または [VTGs] リストを展開するには、リストの左にある矢印をクリッ

クします。

ステップ 14 [Save] をクリックして、現在のウィンドウを終了せずに VTG を変更します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。
5-15
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 5 章     Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

    VTG の管理
（注） VTG への変更を保存するには、[Activate VTG] ボタンをクリックする

前に、[Save] をクリックしてください。[Save] をクリックする前に 
[Activate VTG] をクリックすると、変更が失われ、再入力する必要があ

ります。

ステップ 15 このウィンドウで VTG をアクティブにするには、[Activate VTG] をクリックし

ます。

VTG の削除

VTGが必要なくなった場合、Cisco IPICS からそのユーザを削除できます。非

アクティブ VTG を削除しても、その参加者には影響ありません。

アクティブ VTG に関連付けられている VTG は削除できません。そのような 
VTG を削除するには、まずアクティブ VTG を非アクティブにする必要があり

ます。詳細については、「VTG の再アクティブ化」（P.5-34）または「検索ユー

ティリティの使用」（P.5-36）を参照してください。

1 つ以上の VTG を削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [VTG Management] トレイから、

[Virtual Talk Groups] をクリックします。

ステップ 2 削除する各 VTG の隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

VTG を削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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ヒント Cisco IPICS で設定されているすべての VTG を同時に削除するには、

[Virtual Talk Groups] リストの上部になるチェックボックスをオンにし

て、[Delete] をクリックします。

アクティブ VTG の管理

次の項からは、アクティブ VTG の管理について説明します。

• 「アクティブ VTG 管理のガイドライン」（P.5-17）

• 「VTG のステータスの変更」（P.5-19）

• 「アクティブ VTG での参加者の追加および削除」（P.5-20）

• 「アクティブ VTG での IDC ユーザの消音または消音解除」（P.5-22）

• 「参加者への通知とダイヤル アウト、およびアクティブ VTG の IDC 属性の

設定」（P.5-28）

• 「VTG の再アクティブ化」（P.5-34）

アクティブ VTG 管理のガイドライン

アクティブ VTG を管理している場合は、次のガイドラインに従ってください。

• アクティブ VTG に関連付けられているチャネルが無効になると、そのチャ

ネルは VTG から切断されますが、そのアクティブ VTG の [Virtual Talk 
Groups] ウィンドウの [Participants] タブで、名前の隣に青い X またはテキ

スト ステータス、あるいはその両方が表示されます。

• 無効になったユーザまたはチャネルが削除されると、対象の VTG から削除

されます。

• ユーザ グループまたはチャネル グループが削除されると、グループとその

メンバ（チャネルおよびユーザ）が、対象の VTG から削除されます。

• ユーザがユーザ グループから削除されると、変更は自動的にユーザ グルー

プが関連付けられている VTG に伝えられ、ユーザは切断され、対象の VTG 
から削除されます。そのユーザは、ユーザ グループ リストに表示されなく

なります。
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• 無効になったユーザが再び有効になると、ユーザは対象の VTG に自動的に

接続されます。ユーザが SIP ベースの接続を介して接続されている場合、こ

れらの接続をサポートするために適切な RMS リソースが割り当てられます。

• チャネルがチャネル グループから削除されると、変更は自動的にチャネル 
グループが関連付けられている VTG に伝えられ、チャネルは対象の VTG 
から切断されます。そのチャネルは、チャネル グループ リストに表示され

なくなります。

• 無効になったチャネルが再び有効になっても、チャネルは対象の VTG で自

動的に接続されません。チャネルがもう一度有効になると、その VTG に、

VTG を再びアクティブにするよう求める通知メッセージが表示されます。

そのチャネルを VTG に接続し、参加させるには、対象の VTG を再びアク

ティブにする必要があります。

• ユーザがユーザ グループに追加されたり、チャネルがチャネル グループに

追加されたりしても、対象の VTG では何も発生しません。VTG でユーザ 
グループまたはチャネル グループに対する変更を更新するには、ユーザ グ
ループまたはチャネル グループを VTG にドラッグする必要があります。

ユーザ グループまたはチャネル グループに追加されたユーザまたはチャネ

ルは、変更が保存されると VTG に接続されます。

• ユーザ グループまたはチャネル グループのメンバであるユーザおよびチャ

ネルを、直接 VTG に関連付けることもできます。この場合、直接関連付け

られたユーザおよびチャネルの状態が、メンバ ユーザおよびメンバ チャネ

ルの状態よりオーバーライドされます。たとえば、VTG に直接接続されて

いるチャネルが、チャネル グループのメンバでもある場合、チャネル グ
ループに対する変更は、VTG 内でのそのチャネルの接続ステータスに影響

しません。

• アクティブ VTG は削除できません。まず、非アクティブにする必要があり

ます。

• チャネルは、一度に 1 つのアクティブ VTG に参加できます。アクティブ 
VTG に属しているチャネルを別のアクティブ VTG に追加したり、チャネル

が属している別の VTG をアクティブにしたりしようとすると、そのチャネ

ルは 2 番目の VTG で使用不可として表示されます。

• Cisco IPICS サーバで障害が発生しても、アクティブ VTG はすべて中断な

く続行されますが、VTG への変更やユーザの消音は行うことができなくな

ります。

• 高遅延の低帯域幅で接続している場合、各チャネルまたは VTG のアクティ

ブ化は 1 分半の間隔をおいて行ってください。
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VTG のステータスの変更

VTG のステータスは次のどちらかです。

• Activated：VTG の参加者は互いに通信できます。

• Deactivated：VTG のチャネルは接続されていないため、VTG の参加者は

互いに通信できません。

1 つの VTG または複数の VTG のステータスを一度に変更できます。

VTG をアクティブにすると、Cisco IPICS により、VTG 参加者が互いに通信す

るために必要なネットワーク リソースがコミットされます。

（注） VTG をアクティブまたは非アクティブにするには、Cisco IPICS サーバが RMS と
通信する必要があります。RMS を利用できないときに VTG を非アクティブにす

ると、Cisco IPICS データベースで非アクティブ化は発生しますが、Cisco IPICS 
サーバが RMS との通信を再開するまで、RMS では反映されません。

VTG は、ポリシーでアクティブにすることもできます。詳細については、第 6 
章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参照してください。

VTG をアクティブにすると、VTG はマルチキャスト プールからマルチキャス

ト アドレスを取得しようとします。取得すると、各チャネルおよびサブ VTG 用
のリソースの取得を試みます （チャネルは、このプロセス中保留状態になりま

す）。VTG がマルチキャスト アドレスとリソースの取得に成功すると、VTG は
アクティブになります。失敗した場合はアクティブになりません。

（注） 特に VTG に多くのチャネル、ユーザ、他の VTG が含まれている場合、VTG を
アクティブにしても、ユーザが互いに通信できるようになるまでに時間がかかる

ことがあります。この遅延は、VTG の参加者数により、数秒から 1 分以上にな

ります。

VTG を非アクティブにすると、VTG のチャネルは相互接続しなくなります。

VTG はいつでも非アクティブにできます。

VTG は、ポリシーでアクティブにすることもできます。詳細については、第 6 
章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参照してください。

VTG の現在のステータスを確認するには、[VTG Management] トレイにアクセ

スし、[Virtual Talk Groups] をクリックし、その VTG の [Status] カラムの情報

を参照します。
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VTG のステータスを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移

動します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [VTG Name] カラムで、VTG 名をクリックして VTG を表示します。

– VTG をアクティブまたは非アクティブにするには、[Activate VTG] ま
たは [Deactivate VTG] をクリックし、次に [Save] をクリックします。

[Activate VTG] または [Deactivate VTG] ボタンは、[VTG Management] 
ウィンドウの下部に表示されます。ボタンの名前は、VTG の現在のステー

タスによって異なります。

• 変更する各 VTG の隣にあるチェックボックスをオンにし、[Change Status] 
ドロップダウン リストから必要な操作（[Activate] または [Deactivate]）を

選択します。

アクティブ VTG での参加者の追加および削除

アクティブ VTG で参加者の追加または削除を行うことができます。

アクティブ VTG に参加者を追加しても、[Save] をクリックするまで、ネット

ワーク リソースはコミットされません。その時点で、Cisco IPICS により、既存

の VTG 参加者が追加した参加者と通信するために必要なリソースがコミットさ

れます。

アクティブ VTG に加えた変更は VTG に影響せず、VTG を非アクティブにした

とき保存されません。

（注） 保存後、変更が有効になるまで数秒の遅延があります。したがって、アクティブ 
VTG に追加されたユーザは、即座に聞き取りや通信を行うことができないこと

があります。また、アクティブ VTG から削除されたユーザは、しばらく VTG 
に参加できることがあります。

アクティブ VTG に追加されたユーザには、次のような影響があります。
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• IDC ユーザの場合、VTG を表す新しい PTT チャネル ボタンが表示されます。

• LMR ネットワークのハンドヘルド無線ユーザの場合、無線チャネルで新し

い音声が聞こえます。

• Cisco Unified IP Phone ユーザの場合、VTG を表す電話の [Services] > 
[IPICS] メニューに新しい選択肢が表示されます。

アクティブ VTG で参加者を追加または削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [VTG Management] トレイから、

[Virtual Talk Groups] をクリックします。

ステップ 2 参加者を追加または削除するアクティブ VTG のリンクをクリックします。

ステップ 3 アクティブ VTG で参加者を追加または削除するには、[Participants] タブをク

リックします。

ステップ 4 このアクティブ VTG に参加者として追加できる、Cisco IPICS で設定されてい

る使用可能なリソースを表示するには、[Resources] 領域の [View] ドロップダウ

ン リストから、次の条件に従って選択します。

（注） Cisco IPICS で設定されているユーザ、チャネルまたは VTG の数が 100 
未満の場合、リソースはドロップダウン リストに表示されます。設定さ

れているリソース数が 100 を超える場合、検索機能を使用して表示する

必要があります。検索機能の詳細については、「検索ユーティリティの

使用」（P.5-36）を参照してください。

• Channels：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネルとチャネル グ
ループを表示するには、このオプションを選択します。

• Channel Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なチャネル グルー

プを表示するには、このオプションを選択します。

（注） ドロップダウン リストから [Channel Groups] を選択すると、[Search] ボ
タンがグレー表示され、検索機能は使用できなくなります。

• Radios：Cisco IPICS で設定されている使用可能な無線を表示するには、こ

のオプションを選択します。
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（注） オーディオ ループを回避するために、無線は一度に 1 つの VTG だけで

アクティブにできます。

• Users：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザを表示するには、

このオプションを選択します。

• User Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能なユーザ グループを

表示するには、このオプションを選択します。

（注） ドロップダウン リストから [User Groups] を選択すると、[Search] ボタ

ンがグレー表示され、検索機能は使用できなくなります。

• Virtual Talk Groups：Cisco IPICS で設定されている使用可能な VTG を表示

するには、このオプションを選択します。

ステップ 5 ステップ 4 でビューを選択した後、VTG に参加者を追加するには、「非アクティ

ブ VTG 管理のガイドライン」（P.5-7）を参照してください。

ステップ 6 VTG から参加者を削除する場合は、各参加者を [Participants] 領域の外にドラッ

グします。

ドラッグ アンド ドロップ操作を完了し、マウス ボタンを放すと、参加者は赤色

に変化します。[Save] をクリックすると、VTG から完全に削除されます。参加

者は、[Save] をクリックするまでは、VTG にそのまま参加できます。

ステップ 7 変更を確定するには、[Save] をクリックします。

変更を取り消すには、[Cancel] をクリックします。

ステップ 8 VTG 参加者への通知またはダイヤル アウトの設定や、IDC 属性の変更を行うに

は、「参加者への通知とダイヤル アウト、およびアクティブ VTG の IDC 属性の

設定」（P.5-28）の手順を実行します。

アクティブ VTG での IDC ユーザの消音または消音解除

Cisco IPICS では、アクティブ VTG、またはユーザが参加しているすべての 
VTG で IDC ユーザを消音したり、消音したユーザの消音を解除したりできま

す。この機能は、ユーザが雑音の多い場所から参加している場合や、他の理由で

そのユーザを消音する必要がある場合に便利です。
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次のように、IDC ユーザの消音方法を選択できます。

• VTG の聞き取りを可能にして、送話できないようにする。

• VTG で送話も聞き取りも行うことができないようにする。

• チャネルまたは VTG の聞き取りを可能にして、送話できないようにする。

• すべてのチャネルまたは VTG で送話も聞き取りも行うことができないよう

にする。

消音機能は、IDC、IP 電話、ダイヤルイン、およびモバイル クライアントの

ユーザに影響を与えます。IP 電話ユーザの場合、ユーザが VTG または PTT 
チャネルですでに送話している場合、その送話中、マイクロフォンは消音されま

せん。さらに、PTT チャネルでのユーザの送話はすべて 1 つの信号に混合され

るため、PTT チャネルで LMR ユーザのマイクロフォンを消音はできません。

（注） ユーザ、チャネル、および VTG には、それぞれの動作を制御する属性が設定さ

れている場合があります。異なるリソースに同じ動作属性が設定されている可能

性がある場合、ユーザを VTG に関連付け、ユーザの属性を変更すると、 終的

な動作は、関連付けられた各リソースの属性設定によって決まります。

Cisco IPICS では、特定の関連付けの 終的な動作をオーバーライドできます。

関連付けに含まれるユーザ属性を変更する場合、 終的な動作は、関連付けでの

ユーザの属性設定によって異なります。関連付けに含まれる属性の変更の詳細に

ついては、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照してください。

アクティブ VTG でユーザを消音または消音解除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移

動します。

ステップ 2 消音または消音解除するユーザを含むアクティブ VTG のリンクをクリックしま

す。

ステップ 3 [Participants] タブをクリックします。

（注） 必要に応じて、[Active VTG Details] 領域のユーザ グループの隣にある

矢印をクリックしてグループを展開し、個々のユーザを表示します。
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[User Details] ウィンドウまたはアクティブ VTG の [Virtual Talk Groups] ウィン

ドウでユーザを消音または消音解除できます。

ステップ 4 [User Details] ウィンドウでユーザを消音するには、[Participants] 領域または 
[Resources] 領域から消音するユーザをダブルクリックし、[User Details] ウィン

ドウで次のいずれかの操作を実行します。

（注） [Resources] 領域からユーザを選択した場合（アクティブ VTG に参加し

ていないユーザ）、[User Details] ウィンドウで属性に加えた変更後の動

作は、[Users] ウィンドウの [IDC] タブで属性を変更する場合と同じで、

VTG には影響しません。VTG に参加しているユーザを選択した場合、

[User Details] ウィンドウで属性を変更すると、属性はユーザと VTG の
関連付けの値を採用し、その VTG だけに適用されます。関連付け属性

の詳細については、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照してく

ださい。

• ユーザがアクティブ VTG で聞き取りだけを行い、送話できないようにする

には、[Listen Only] チェックボックスをオンにして、[Save] をクリックし

ます。

アクティブ VTG の [Virtual Talk Groups] ウィンドウでは、IDC マイクロ

フォンが消音されたことを示すアイコンが、ユーザ名の隣に表示されます。

この属性は、IDC、IP 電話、およびダイヤルインのユーザに適用されます。

• アクティブ VTG で、ユーザが聞き取りも送話も行うことができないように

するには、[Disable Audio] チェックボックスをオンにして、[Save] をク

リックします。

この設定により、ユーザはこの VTG で無効になります。アクティブ VTG 
の [Virtual Talk Groups] ウィンドウでは、IDC スピーカーが消音されたこと

を示すアイコンが、ユーザ名の隣に表示されます。この属性は、IDC、IP 電
話、ダイヤルイン、およびモバイル クライアントのユーザに適用されます。

（注） Cisco IPICS サーバの任意の場所から [Disable Audio] 機能を選択する

と、無線を除く、すべてのエンド ユーザ デバイス（IDC、IP 電話、ダ

イヤルイン、およびモバイル クライアントのユーザ）のオーディオが無

効になるので注意してください。
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ステップ 5 [Virtual Talk Groups] ウィンドウの [Participants] 領域でユーザを消音するには、

消音するユーザの隣にあるチェックボックスをオンにして、次のいずれかの操作

を実行します。

• [Participants] 領域の下部にあるドロップダウン リストから [Set Listen 
Only] を選択して、アクティブ VTG で聞き取りだけを可能にして送話でき

ないようにし、[Execute] をクリックします。

IDC マイクロフォンが消音されたことを示すアイコンが、ユーザ名の隣に表

示されます。この属性は、IDC、IP 電話、およびダイヤルインのユーザに適

用されます。

• ユーザが、アクティブ VTG で聞き取りも送話も行うことができないように

するには、[Participants] 領域の下部にあるドロップダウン リストから 
[Disable Audio] を選択し、[Execute] をクリックします。

（注） Cisco IPICS サーバの任意の場所から [Disable Audio] 機能を選択する

と、無線を除く、すべてのエンド ユーザ デバイス（IDC、IP 電話、ダ

イヤルイン、およびモバイル クライアントのユーザ）のオーディオが無

効になるので注意してください。

この設定により、ユーザはこの VTG で無効になります。IDC スピーカーが

消音されたことを示すアイコンが、ユーザ名の隣に表示されます。

ステップ 6 [User Details] ウィンドウでユーザを消音解除するには、[Participants] 領域また

は [Resources] 領域から消音解除するユーザをダブルクリックし、[User Details] 
ウィンドウで次のいずれかの操作を実行します。

• ユーザがアクティブ VTG で送話も聞き取りもできるようにするには、

[Listen Only] チェックボックスをオフにして、[Save] をクリックします。

[Virtual Talk Groups] ウィンドウのユーザ名の隣にあるアイコンが消えま
す。この属性は、IDC、IP 電話、ダイヤルイン、およびモバイル クライア
ントのユーザに適用されます。

• ユーザがアクティブ VTG で送話も聞き取りもできるようにするには、

[Disable Audio] チェックボックスをオフにして、[Save] をクリックします。

ユーザは有効になり、[Virtual Talk Groups] ウィンドウのユーザ名の横にあ
るアイコンが消えます。

• [Close] をクリックして、[User Details] ウィンドウを終了します。

ステップ 7 [Virtual Talk Groups] ウィンドウの [Participants] 領域でユーザを消音解除する

には、消音解除するユーザのチェックボックスをオンにして、次のいずれかの操

作を実行します。
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• [Participants] 領域の下部にあるドロップダウン リストから [Unset Listen 
Only] を選択して、アクティブ VTG で聞き取りも送話もできるようにし、

[Execute] をクリックします。

ユーザ名の隣のアイコンが消えます。

• [Participants] 領域の下部にあるドロップダウン リストから [Enable Audio] 
を選択して、アクティブ VTG で聞き取りも送話もできるようにし、

[Execute] をクリックします。

この設定により、この VTG でユーザが有効になり、ユーザ名の隣のアイコ

ンが消えます。

[User Details] ウィンドウでのラッチ機能の有効化または無効化については、

「[User Details] ウィンドウでのラッチ機能の有効化または無効化」（P.5-26）を

参照してください。

[User Details] ウィンドウでのラッチ機能の有効化または無効化

Cisco IPICS では、[User Details] ウィンドウで IDC ユーザのラッチ機能を有効

または無効にできます。ラッチ機能は、ユーザがチャネルをロックインする場合

や同時に複数のチャネルで送話する場合に便利です。

IDC 属性に対する変更は、[User Details] ウィンドウにどの場所からアクセスす

るかによって異なります。たとえば、アクティブ VTG に参加しているユーザに

対して [User Details] ウィンドウを開くと、そのユーザの属性に加えた変更後の

動作は、ユーザと VTG の関連付けの値によって異なります。アクティブ VTG 
に参加していないユーザの属性を変更した場合（[Virtual Talk Groups] ウィンド

ウの [Resources] 領域のユーザ）、VTG ではなくユーザだけが影響を受けます。

（注） ユーザ、チャネル、および VTG には、それぞれの動作を制御する属性が設定さ

れている場合があります。異なるリソースに同じ動作属性が設定されている場合

があります。ユーザを VTG に関連付け、ユーザの属性を変更すると、変更後の

動作は、関連付けられた各リソースに設定されている属性によって決まります。

Cisco IPICS では、特定の関連付けの 終的な動作をオーバーライドできます。

関連付けに含まれるユーザ属性を変更する場合、 終的な動作は、関連付けでの

ユーザの属性設定によって異なります。関連付けに含まれる属性の変更の詳細に

ついては、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照してください。
5-26
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 5 章     Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

    VTG の管理
IDC ユーザのラッチ機能を有効または無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移

動します。

ステップ 2 ラッチ機能を有効または無効にするユーザを含むアクティブ VTG のリンクをク

リックします。

ステップ 3 [Participants] タブをクリックします。

（注） 必要に応じて、[Active VTG Details] 領域のユーザ グループの隣にある

矢印をクリックしてグループを展開し、個々のユーザを表示します。

ステップ 4 [User Details] ウィンドウでユーザのラッチを有効にするには、[Participants] 領域

または [Resources] 領域からラッチを有効にするユーザをダブルクリックします。

（注） [Resources] 領域からユーザを選択した場合（アクティブ VTG に参加し

ていないユーザ）、[User Details] ウィンドウで属性に加えた変更後の動

作は、[Users] ウィンドウの [IDC] タブで属性を変更する場合と同じで、

VTG には影響しません。VTG に参加しているユーザを選択した場合、

[User Details] ウィンドウで属性を変更すると、属性はユーザと VTG の
関連付けの値を採用し、その VTG だけに適用されます。関連付け属性

の詳細については、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参照してく

ださい。

ステップ 5 [Allow Latch] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

ステップ 7 [User Details] ウィンドウで IDC ユーザのラッチを無効にするには、

[Participants] 領域または [Resources] 領域からラッチを無効にするユーザをダブ

ルクリックします。

ステップ 8 [Allow Latch] チェックボックスをオフにします。

ステップ 9 [Save] をクリックします。
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（注） 関連付けに含まれるユーザ属性を変更する場合、 終的な動作は、関連

付けでのユーザの属性設定によって異なります。関連付けに含まれる属

性の変更の詳細については、「関連付け属性動作の概要」（P.2-22）を参

照してください。

ステップ 10 [Close] をクリックして、[User Details] ウィンドウを終了します。

（注） [Virtual Talk Groups] ウィンドウの [Participants] 領域のユーザのラッチ

を有効または無効にする方法については、「参加者への通知とダイヤル 
アウト、およびアクティブ VTG の IDC 属性の設定」（P.5-28）を参照し

てください。

参加者への通知とダイヤル アウト、およびアクティブ VTG の IDC 属性の設定

アクティブ VTG では、電子メール、ショート メッセージ サービス（SMS）、ま

たはポケットベル経由での参加者への通知、公衆電話交換網（PSTN）または IP 
電話を介して接続されたユーザへのダイヤル アウト、対応 
Cisco Unified IP Phone モデルでの指定メッセージの表示、選択した VTG 参加

者の IDC 属性の有効化と無効化など、さまざまな操作を開始できます。

Cisco IPICS オペレータは、初めてユーザを作成するときにユーザ プロファイル

を設定します。ユーザは、このプロファイルに通信プリファレンスを含む個人情

報を入力し、管理できます。ユーザは、電子メール アドレスを含む通知プリ

ファレンスとユーザへのダイヤルアウト時に使用される電話番号の順序リストを

含むダイヤル プリファレンスを入力し、編集できます。

（注） ユーザ プロファイルで、ユーザは SMS およびポケットベルの連絡先情報を電子

メール アドレス形式で指定できます。通知がこれらの電子メール アドレスに送

信されると（SMS やポケットベルのプロバイダーによって）、テキスト メッ

セージまたはポケットベル メッセージが送信されます。

通知操作を開始すると、ポリシー エンジンからユーザに自動的に電子メールが

送信され、電子メール アカウント、SMS、またはポケットベルに転送されます。

また、サポートされている Cisco Unified IP Phone モデルに指定されたメッセー
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ジが送信され、選択した VTG の参加者全員に事前録音済みのプロンプトが再生

されます。また、VTG に参加するようにというテキスト通知が電話機に着信し

た場合、Cisco Unified IP Phone で再生するオーディオ メッセージを送信するよ

うにシステムを設定することもできます。ポリシー エンジンは、参加者の連絡

先情報を、ユーザ プロファイルで設定された通知プリファレンスから取得しま

す。ポリシー エンジンおよび通知操作の設定の詳細については、第 6 章「Cisco 
IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参照してください。

（注） ユーザ プロファイルの [Communications] タブで [Dial after sending 
notifications] チェックボックスがオンになっている場合、Cisco IPICS は、すべ

ての電子メール通知を送信してから、ユーザ プロファイルで設定されているダ

イヤル プリファレンスを使用して、参加者に電話します。

Cisco IPICS で設定されていないユーザに、通知を作成できます。詳細について

は、付録 B「Cisco IPICS を使用した外部通知」 を参照してください。

選択した参加者へのダイヤルアウトを開始すると、Cisco IPICS は、個々のダイ

ヤル プリファレンスで指定された番号を使用して、リストの 初の番号から参

加者に電話をかけます。コールが成立した場合、Cisco IPICS はコールをアク

ティブ VTG に接続し、電話をかける作業を停止します。コールが成立しない場

合、Cisco IPICS は、コールが成立するか、ダイヤル プリファレンス リストの

後の番号に達するまで、リストの順番に従って電話をかけます。

ダイヤルアウト操作が正常に完了した場合、参加者は Cisco IPICS にログインで

きます。アクティブ VTG ウィンドウを更新すると、ダイヤルインした各ユーザ

に [Listening on Call] が表示されます。エラーが発生した場合、[Participants] 
ページには何も表示されません。ダイヤルアウト操作のステータスを表示するに

は、ポリシー エンジンの [Policy Management] 領域で [Execution Status] を開き

ます。

参加者の接続方法（PSTN、IDC など）と、PSTN を介して接続している参加者

にダイヤルアウトを開始した場合は、コール プログレス（接続中、接続済み、

失敗）が表示されます。

（注） 接続方法とコール プログレス インジケータは、ウィンドウを更新した場合だけ

更新されます。

選択した VTG 参加者の IDC 属性を設定および変更することもできます。これら

の操作は、アクティブ VTG の [VTG] ウィンドウで実行します。
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アクティブ VTG で操作を開始するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] ウィ

ンドウに移動します。

ステップ 2 操作を開始するアクティブ VTG のリンクをクリックします。

（注） Cisco IPICS で VTG をアクティブにするには、「VTG のステータスの変

更」（P.5-19）を参照してください。

ステップ 3 [Participants] ペインの [View] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプ

ションを選択します。

• All：この VTG の参加者すべて（チャネル、ユーザ、および他の VTG）を

表示するには、このオプションを選択します。

• Channels：この VTG に参加しているチャネルを表示するには、このオプ

ションを選択します。

• Radios：この VTG に参加している無線を表示するには、このオプションを

選択します。

• Users：この VTG に参加しているユーザを表示するには、このオプション

を選択します。各参加者の隣に、ユーザの VTG への接続方法（IDC、電話、

またはチャネル経由）を示すアイコンが表示されます。

• Virtual Talk Groups：この VTG に参加している他の VTG を表示するには、

このオプションを選択します。

ステップ 4 特定の操作に含める参加者を選択するには、参加者の隣のチェックボックスをオ

ンにします。

（注） たとえば、電話で接続されているユーザにダイヤルアウトして、このア

クティブ VTG に参加するよう招待するには、それらのユーザの隣にあ

るチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 ドロップダウン リストから、次のいずれかの操作を選択します。
5-30
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 5 章     Cisco IPICS ディスパッチャのタスク

    VTG の管理
（注） コール リソースを制限した場合、[Dial Participants] ではなく 
[Notify Participants] オプションを選択する必要があります。

• Notify Participants：電子メールまたは指定のメッセージを通して、VTG 参
加者をアクティブ VTG に招待するには、次のいずれかの操作を行います。

– メッセージの主題を変更するには、[Subject] フィールドに、通知メッ
セージの主題行に表示するテキストを入力します。

– メッセージの本文を変更するには、[Body] フィールドに、通知メッ
セージの主題行に表示するテキストを入力します。

通知は、電子メール メッセージ、SMS テキスト メッセージ、ポケット
ベル、またはサポートされている Cisco Unified IP Phone モデルの指定
メッセージ経由で送信されます。Cisco IPICS は、電子メール アドレ
ス、電話番号、および配信オプションを、ユーザや Cisco IPICS オペ
レータがユーザ プロファイルに入力した通信プリファレンス情報から取
得します。

（注） Cisco Unified IP Phone の [Text Notification] 操作では、

Cisco Unified Communications Manager の [SIP Configuration] メ
ニューの [IP Phone Notifications] 領域のパラメータを設定する必要

があります。手順については、「SIP の設定」（P.8-35）を参照してく

ださい。

• Dial Participants：選択した参加者にダイヤルアウトして、アクティブ VTG 
に参加するよう招待するには、このオプションを選択します。ダイヤルアウ

トする参加者を選択すると、ポリシー エンジンはユーザや Cisco IPICS オペ

レータがユーザ プロファイルに入力したダイヤル プリファレンス情報（電

話番号など）を使用して電話番号を判断し、参加者に電話します。

• Allow Latch：この VTG 中に、選択した参加者に対してラッチ機能を有効

にするには、このオプションを選択します。この操作を選択すると、選択し

た参加者は、チャネルをロックインできます。

• Disallow Latch：この VTG 中に、選択した参加者に対してラッチ機能を無

効にするには、このオプションを選択します。この操作を選択すると、選択

した参加者は、チャネルをロックできません。
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• Set Listen Only：この VTG 中に、選択した参加者に対して聞き取り専用属

性を有効にするには、このオプションを選択します。この操作を選択する

と、この VTG で選択した参加者は、聞き取り（受信）は可能ですが、送話

（送信）はできません。この属性は、IDC、IP 電話、およびダイヤルインの

ユーザに適用されます。

• Unset Listen Only：この VTG 中に、選択した参加者に対して聞き取り専用

属性を無効にするには、このオプションを選択します。この操作を選択する

と、この VTG で選択した参加者は、送話（送信）できます。

• Enable Audio：この VTG 中に、選択した参加者に対してオーディオを有効

にするには、このオプションを選択します。この操作を選択すると、この 
VTG で選択した参加者はオーディオを使用できます。

• Disable Audio：この VTG 中に、選択した参加者に対してオーディオを無効

にするには、このオプションを選択します。この操作を選択すると、この 
VTG で選択した参加者はオーディオを使用できません。

（注） Cisco IPICS サーバの任意の場所から [Disable Audio] 機能を選択する

と、無線を除く、すべてのエンド ユーザ デバイス（IDC、IP 電話、ダ

イヤルイン ユーザ）のオーディオが無効になるので注意してください。

ステップ 6 ステップ 5 で [Notify Participants] を選択した場合は、次のいずれかの操作を

行って、IP 電話がテキスト メッセージを受信したときに Cisco Unified IP Phone 
で再生するオーディオを添付または録音します。

（注） このフィールドは必須です。[Notify Participants] オプションを選択する

ときは、事前録音済みのオーディオを添付するか、または新しいオー

ディオを録音する必要があります。次のいずれかの必須操作を行って

オーディオ メッセージを指定しないと、Cisco IPICS でエラーが表示さ

れ、それ以上操作を進められなくなります。

• テキスト通知にあわせて再生するオーディオ ファイルを添付するには、次

の手順を実行します。

a. [Attach Audio] をクリックします。

b. [Select Prompt] ウィンドウが表示されたら、添付する .wav ファイルの

名前の横に表示されているラジオ ボタンをクリックします。

c. [Select] をクリックします。
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（注） オーディオ ファイルを添付する前に、必ず .wav ファイルかまたは 
.wav ファイルを含む .zip ファイルを、Cisco IPICS サーバにアップ

ロードする必要があります。.wav または .zip ファイルのアップロー

ドの詳細については、「カスタム スクリプト プロンプトのアップ

ロード」（P.8-18）を参照してください。

• テキスト通知にあわせて再生するオーディオを録音するには、次の手順を実

行します。

a. [Record Audio] をクリックします。

[Prompt Record] ウィンドウが表示されます。

b. [Language] ドロップダウン リスト ボックスから、プロンプトの .wav 
ファイルを保存する論理言語フォルダを選択します。スクリプトで指定

された言語にかかわらずこのプロンプトをすべてのスクリプトで使用可

能にするには、[Default] を選択します。

c. [Phone Number] フィールドに、システムがコールする電話番号を入力

します。このフィールドには数字だけを入力します。このフィールドは

必須です。

d. このフィールドには必ず数字だけを入力してください。SIP プロバイダー

は、入力した番号へのコールをルーティングできる必要があります。

e. [Name] フィールドに、このプロンプトの .wav ファイルの名前を入力し

ます（拡張子 .wav を含めます）。このフィールドは必須です。

f. （オプション）[Destination Folder] フィールドに、プロンプトを保存す

る論理フォルダの名前を入力します。

g. [Call] をクリックします。ダイヤル エンジンが指定した電話番号にコー

ルします。

h. 電話に応答し、音声プロンプトに従ってテレフォニー ユーザ インター

フェイス（TUI）にログインし、プロンプトを録音します。

i. [Call Completed] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

ステップ 7 [Execute] をクリックします。

Cisco IPICS により、指定された操作が実行されます。
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VTG の再アクティブ化 
VTG をアクティブにするときに、VTG が使用できないチャネルがある場合、

Cisco IPICS により、使用可能なチャネルがアクティブになります。ルータ リ
ソースが不十分な場合や他のアクティブ VTG によって使用されている場合、

チャネルを使用できないことがあります。

[Active VTG Details] 領域では、使用できない VTG チャネルの右には青い X が
表示されます。チャネルを使用できない理由を参照するには、X 上にマウス 
カーソルを置き、ポップアップ表示されるツールチップを読みます。

VTG チャネルが使用できない場合も、Cisco IPICS では、VTG をチャネルなし

で続行できます。また、使用できないチャネルを取得し、VTG を再アクティブ

化する操作も行うことができます。VTG を再アクティブ化すると、Cisco IPICS 
により、前に使用できなかったチャネルが使用できるかどうかが確認され、使用

できる場合は、アクティブ VTG に追加されます。こうすることで、VTG をア

クティブにしたときに一部のチャネルが使用できなくても、VTG を中断する必

要はありません。

VTG を再アクティブ化するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移

動します。

ステップ 2 [VTG Name] カラムで、再アクティブ化する VTG をクリックします。

ステップ 3 VTG で使用できないチャネルとその理由をメモします。

[Participants] 領域の使用できない各チャネルの隣に青い X が表示されます。マウ

ス カーソルを青い X の上に置いて、チャネルを使用できない理由を確認します。

ステップ 4 ルータ リソースが不十分なためにチャネルを使用できない場合は、次の操作を

実行して、追加ルータ リソースを解放します。

• 他の VTG からチャネルを削除する。

• アクティブな SIP ユニキャスト接続のユーザを無効にする。

（注） ルータ リソースの使用状況は、RMS ウィンドウのループバックに関す

る情報で確認できます。詳細については、「ループバックに関する詳細

情報の表示」（P.2-70）を参照してください。
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ステップ 5 他の VTG が使用しているためにチャネルを使用できない場合は、次の操作を実

行します。

a. [Configuration] トレイで [Channels] をクリックします。

b. [Channels] リストで、チャネル名のリンクをクリックするか、チャネル名の

隣のチェックボックスをオンにします。

c. [Associations] ボタンをクリックします。

d. [Virtual Talk Groups] タブをクリックします。

e. [Virtual Talk Groups] リストに表示されているアクティブ VTG を探し、

[VTG Management] > [Virtual Talk Groups] に移動します。

f. [Channels] ウィンドウの [Virtual Talk Groups] タブに表示されていたアク

ティブ VTG を選択します。

g. [VTG Management] トレイで、もう一度 [Virtual Talk Groups] をクリックし

ます。

h. [Virtual Talk Groups] リストで別のアクティブ VTG のリンクをクリックし、

チャネルがその VTG に参加しているかどうかを確認します。

i. チャネルが参加者となっている VTG が見つかるまで、この手順を繰り返し

ます。

ステップ 6 チャネルを [Participants] 領域からドラッグして外に出して [Save] をクリックし

て、アクティブ VTG の 1 つからそのチャネルを削除します。

（注） この手順を実行する前に、チャネルがこのアクティブ VTG で必要ない

ことを確認してください。

ステップ 7 [VTG Management] トレイで、チャネルが使用不可として表示されている元の 
VTG の名前をクリックします。

ステップ 8 VTG に他の使用できないリソースが含まれている場合は、ステップ 4 ～ステッ

プ 6 を繰り返します。

ステップ 9 [Reactivate VTG] をクリックします。
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検索ユーティリティの使用

検索ユーティリティを使用して、PTT チャネル、無線チャネル、ユーザ、VTG 
を検索できます。検索ユーティリティは、個々の VTG の [Virtual Talk Groups] 
ウィンドウにあります。

検索後の結果は、[Resources] 領域に表示されます。

（注） システムのリソース エントリ（VTG、チャネル、ユーザ）が 100 未満の場合、

[VTG Participants] タブの使用可能なリソース リストに事前に入力されます。

100 を超すリソースがある場合、空白のリソース リストが表示されるので、検

索を実行して、内容を表示する必要があります。チャネル グループとユーザ グ
ループは、常に事前に入力されます。

検索ユーティリティを使用して、PTT チャネル、無線チャネル、ユーザ、VTG 
を検索するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [VTG Management] トレイから、

[Virtual Talk Groups] をクリックします。

ステップ 2 チャネル、ユーザ、または VTG を検索する VTG のリンクをクリックします。

ステップ 3 [Participants] タブをクリックし、[Resources] 領域の上部に表示される [Search] 
リンクをクリックします。

別の検索ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 このウィンドウの左上隅にある [View] ドロップダウン リストから、次のいずれ

かのオプションを選択します。

• Channel：チャネルを検索する場合は、このオプションを選択します。

• Radio：無線を検索する場合は、このオプションを選択します。

• User：ユーザを検索する場合は、このオプションを選択します。

• Virtual Talk Group：VTG を検索する場合は、このオプションを選択します。

[Search] ウィンドウは、検索する項目に適切なフィールドが表示されるように調

整されます。

ステップ 5 次のいずれかの操作を実行します。
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• PTT チャネルまたは VTG を検索している場合は、[Name] フィールドに

チャネルのテキスト文字列を入力します。

テキスト文字列には、チャネル名または VTG 名をすべて入力することも、
名前の中の連続する文字を入力することもできます。たとえば、Fire West 
という VTG を検索している場合、「fire」というテキスト文字列を入力する
と、開始文字に基づく結果が返されます。

テキスト文字列では大文字と小文字は区別されません。

ヒント チャネルを検索している場合は、[Ops View] ドロップダウン リストから 
ops ビューを選択して、チャネルの ops ビューで検索することもできます。

ステップ 6 に進みます。

• 無線チャネルを検索している場合は、次のどちらかまたは両方の操作を実行

します。

– [Location] ドロップダウン リストからロケーションを選択します。

– 検索している無線のテキスト文字列を入力します。

ステップ 6 に進みます。

• ユーザを検索している場合は、次の一部またはすべてのフィールドに情報を

入力します。

– [User Name]、[First Name]、[Last Name]：検索しているユーザのテキ
スト文字列を入力します。

テキスト文字列では大文字と小文字は区別されません。

– [Location] ドロップダウン リスト：ユーザのロケーション。

– [Role] ドロップダウン リスト：ユーザの Cisco IPICS ロール。

– [Ops View] ドロップダウン リスト：ユーザが属する ops ビュー。

たとえば、ユーザ名の一部しか知らないけれども、そのユーザが West 
Side ロケーションのディスパッチャであることを知っている場合は、
[User Name] フィールドに文字列を入力し、[Role] および [Location] ド
ロップダウン リストから [Dispatcher] と [West Side] を選択します。

ステップ 6 に進みます。

ステップ 6 [Go] をクリックします。条件をクリアするには、[Clear Filter] をクリックします。

検索条件と一致する項目が、検索ウィンドウの下部に一覧表示されます。
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（注） ウィンドウ右上にある [Rows per page] ドロップダウン リストから、結果

ページの 1 ページあたりに表示する PTT チャネル、無線チャネル、ユー

ザ、または VTG の行数を指定できます。結果ページ間を移動するには、

ウィンドウ下部にある矢印をクリックし、[Go] をクリックします。

ステップ 7 必要なリソースを選択するには、各リソースの左側のチェックボックスをオンに

します。

ステップ 8 [OK] をクリックします。

[Search] ウィンドウが閉じ、個々の [VTG] ウィンドウの [Resources] 領域に検

索結果が表示されます。

VTG 管理のベスト プラクティス

Cisco IPICS は、組織のメンバに会議に参加する新しい機会を提供します。メン

バの中には、PTT 通信の技術、規則、慣習に慣れていない人もいます。たとえ

ば、PTT デバイスの使用経験や、無線ユーザとの大きな会議への参加経験のな

いユーザがいます。

ハンドヘルド無線ユーザの中には、特定の LMR チャネルで少数のハンドヘルド 
ユーザと会話した経験が豊富なユーザもいます。そのユーザの LMR チャネルが 
VTG に組み込まれた場合、そのユーザは、これまでより大規模で多様な会議に

参加することになります。

会議参加者、特にハンドヘルド無線で参加しているユーザにとって、会議が突然

変化することがあります。たとえば、ユーザが、同じ部門の 1 人以上の無線ユー

ザと話しているときに、ディスパッチャが LMR チャネルを VTG に追加すると、

ユーザにはまったく異なる声が聞こえます。

次のガイドラインは、Cisco IPICS の新規ユーザおよび経験豊かなユーザに役立

ちます。

• ディスパッチャ専用の PTT チャネルを確立し、このチャネルをすべての 
IDC および VTG に追加します。Cisco IPICS ディスパッチャは、このチャ

ネルを使用して VTG の変更を参加者に案内し、VTG でのユーザの追加や削

除を認識してもらうことができます。

• 新しい IDC ユーザに、PTT 通信のエチケットを教えます。次の例を参考に

してください。
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– 一部のネットワーク構成では、別のユーザが会話に加わると、1 人以上

のユーザが聞き取り不能になることがあります。

– 手短に発言し、受信インジケータを確認して、他のユーザの発言と重な

らないようにしてください。

– 長く話す必要がある場合は、代わりの通信方法を検討してください。
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C H A P T E R 6

Cisco IPICS ポリシー エンジンの
使い方

Cisco IPICS ポリシー エンジンを使用すると、ポリシーの作成と管理を行うこと

ができます。ポリシーは 1 つ以上のアクションで構成されます。アクションは、

ポリシーが実行されるときに実行される個別の機能です。たとえば、VTG を開

始し、指定したユーザを VTG に招待するポリシーを作成できます。1 つ以上の

トリガーを含むポリシーも作成できます。これによってポリシーは自動的に実行

されるようになり、指定したスケジュールに従って繰り返し実行することもでき

ます。

ポリシー エンジンを有効にするには、ポリシー エンジンのライセンスを含む 
Cisco IPICS ライセンスをインストールし、Cisco IPICS サーバを再起動する必

要があります。ライセンスの詳細については、「ライセンスの管理」（P.2-85）を

参照してください。

この章で説明しているポリシー エンジン アクティビティは、Cisco IPICS 
Administration Console の [Policy Management] トレイから実行します。このト

レイにアクセスするには、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）の

説明に従って Administration Console にログインし、[Policy Engine] タブ で 
[Policy Management] トレイを選択します。Cisco IPICS ユーザは誰でもこのト

レイにアクセスできますが、このトレイから実行可能な一部のアクティビティで

は、「Cisco IPICS のロールで使用できるポリシー アクティビティ」（P.6-3）に

示すように、ユーザが特定の Cisco IPICS ロールに割り当てられていることが必

要です。

この章で説明するアクティビティの多くを実行する前に、ポリシー エンジンを

設定する必要があります。詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの設定と管理」を参照してください。
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この章では、次のトピックを扱います。

• 「ポリシー エンジンの概要」（P.6-2）

• 「Cisco IPICS のロールで使用できるポリシー アクティビティ」（P.6-3）

• 「[Policies] ウィンドウの概要」（P.6-5）

• 「ポリシーの追加」（P.6-6）

• 「ポリシーのアクションの管理」（P.6-8）

• 「ポリシーのトリガーの管理」（P.6-18）

• 「ユーザとポリシーの関連付け」（P.6-22）

• 「手動でのポリシーのアクティブ化」（P.6-24）

• 「ポリシーの削除」（P.6-24）

• 「実行中または実行完了したポリシーに関する情報の表示」（P.6-25）

• 「スケジュールされたポリシーに関する情報の表示」（P.6-27）

• 「ポリシーまたはアクションの再アクティブ化」（P.6-28）

• 「ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）の使い

方」（P.6-30）

ポリシー エンジンの概要
ポリシー エンジンを使用では、ユーザが指定した手順に従って実行するアク

ションを指定するポリシーを作成できます。招待ポリシーを作成して、

Telephony User Interface（TUI; テレフォニー ユーザ インターフェイス）で指定

したユーザにコールし、VTG またはチャネルに招待できます。また、多目的ポ

リシーも作成して、指定した VTG をアクティブにし、参加者を VTG に追加し、

指定した通知手順に従って指定の受信者に連絡することもできます。

指定したスケジュールに従って多目的ポリシーをアクティブにするためのトリ

ガーを設定できます。トリガーは、指定した開始日時に一度だけポリシーをアク

ティブにするように設定することも、指定したスケジュールに従って繰り返しポ

リシーを実行するように構成することもできます。

ポリシー エンジンには、TUI およびそれに関連する機能のためのダイヤル エンジ

ンが含まれています。TUI では、プッシュホン電話機を使用して、ポリシー エン

ジンから情報を受け取ったりポリシー エンジンに指示を渡すことができます。
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SIP が設定されている SIP プロバイダーからコールし、Cisco IPICS サーバに対

するユニキャスト メディア接続を確立すると、Cisco IPICS ダイヤル エンジン

にコールが到着します。発信者がチャネルまたは VTG に参加すると、Cisco 
IPICS サーバは RMS 上で T1 リソースを設定し、サーバから動的に割り当てた

ループバックへのマルチキャスト接続を可能にします。このループバックによっ

て、Cisco IPICS サーバと RMS で選択されたチャネルまたは VTG との間のマル

チキャスト接続を容易に確立できます。この接続は、チャネルまたは VTG を選

択するダイヤルイン ユーザの数にかかわらず、チャネルまたは VTG ごとに 1 回
行われます。そのチャネルまたは VTG に接続していた 後のダイヤル イン 
ユーザがドロップすると、RMS のリソースが解放されます。

動的に割り当てられたループバックは、マルチキャスト アドレス プールから取

得したマルチキャスト アドレスを使用します。Cisco IPICS サーバは、接続した

コールから受信した音声をこのアドレスに送信します。また、Cisco IPICS サー

バは、選択したチャネルに対するマルチキャスト アドレス上でマルチキャスト 
メディアを受信し、そのメディアを接続したコールに送信します。

Cisco IPICS のロールで使用できるポリシー アク
ティビティ

表 6-1 は、さまざまなエンジン アクティビティを実行するために必要な Cisco 
IPICS のロールを示します。

表 6-1 ポリシー アクティビティで必要なロール

ロール

ポリシー

のアク

ティブ化

ポリ

シーの

追加

ポリ

シーの

変更

ポリ

シーの

削除 ポリシーの表示 ユーザの表示

VTG とチャ

ネルの表示

ユーザ 可 不可 不可 不可 このユーザに

関連

— —

システム管

理者

可 不可 不可 不可 このシステム

管理者の ops 
ビューに属す

るユーザによ

り作成 1

すべてのユー

ザ

すべての 
VTG および

チャネル
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オペレータ 可 可 可 可 このオペレー

タの ops ビュー

に属するユー

ザにより作成 1

このオペレー

タの ops 
ビューに属す

るユーザか、

それにアクセ

スできるユー

ザにより作成

このオペレー

タの ops 
ビューに属す

るユーザか、

それにアクセ

スできるユー

ザにより作成

ディスパッ

チャ

可 可 可 可 このディス

パッチャの ops 
ビューに属す

るユーザによ

り作成1

このディス

パッチャの 
ops ビューに

属するかそれ

にアクセスで

きるユーザに

より作成

このディス

パッチャの 
ops ビューに

属するかそれ

にアクセスで

きるユーザに

より作成

ops ビュー

管理者

可 不可 不可 不可 この ops ビュー

管理者の ops 
ビューに属す

るユーザによ

り作成 1

この ops 
ビュー管理者

の ops ビュー

に属するユー

ザか、それに

アクセスでき

るユーザによ

り作成

この ops 
ビュー管理者

の ops ビュー

に属するユー

ザか、それに

アクセスでき

るユーザによ

り作成

すべて 可 可 可 可 このユーザの 
ops ビューに属

するユーザに

より作成 1

すべてのユー

ザ

すべての 
VTG および

チャネル 

1. このユーザがシステム ops ビューに属する場合、このユーザはすべてのポリシーを表示可能。

表 6-1 ポリシー アクティビティで必要なロール （続き）

ロール

ポリシー

のアク

ティブ化

ポリ

シーの

追加

ポリ

シーの

変更

ポリ

シーの

削除 ポリシーの表示 ユーザの表示

VTG とチャ

ネルの表示
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[Policies] ウィンドウの概要
[Policies] ウィンドウには、Cisco IPICS で設定した各ポリシーに関する情報の

一覧が表示されます。また、各種ポリシー管理を実行するための機能も提供され

ています。

[Policies] ウィンドウを表示するには、[Policy Management] トレイにアクセス

し、[Policies] をクリックします。

表 6-2 では、[Policies] ウィンドウ内の項目について説明します。

表 6-2 [Policies] ウィンドウ内の項目

項目 説明 参照先

[Name] フィールド ポリシーに割り当てられている一意の

名前。

「ポリシーの追加」（P.6-6）を参照して

ください。

[Type] フィールド ポリシーのタイプ。 「ポリシーの追加」（P.6-6）を参照して

ください。

[Action Names] 
フィールド

ポリシーに関連付けられているアク

ション。

「ポリシーのアクションの管理」

（P.6-8）を参照してください。

[Trigger Names] 
フィールド

ポリシーに関連付けられているトリ

ガー。

「ポリシーのトリガーの管理」

（P.6-18）を参照してください。

[Ops View] フィー

ルド

ポリシーが属する ops ビュー。 ポリシーには、ポリシーを作成した

ユーザの ops ビューが自動的に割り当

てられます（関連情報については、

第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設

定と管理」を参照してください）。

[Prompt] フィール

ド

ポリシーに対して、音声ユーザ名プロ

ンプトが録音されているかどうかを示

します。

「ユーザのプロンプトの管理」

（P.3-39）を参照してください。

[Add] ボタン 新しいポリシーを追加します。 「ポリシーの追加」（P.6-6）を参照して

ください。

[Delete] ボタン ポリシーを削除します。 「ポリシーの削除」（P.6-24）を参照し

てください。

[Activate] ボタン ポリシーをアクティブ化します。 「手動でのポリシーのアクティブ化」

（P.6-24）を参照してください。

[Associations] ボタ

ン

ユーザをポリシーに関連付けます。 「ユーザとポリシーの関連付け」

（P.6-22）を参照してください。
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オペレータ、ディスパッチャ、または特定の ops ビューに属する全ロール ユー

ザだけが、その ops ビューに関連付けられているポリシーの追加、編集、削除を

行う必要があります。SYSTEM ops ビューに属するオペレータまたはディス

パッチャが、SYSTEM 以外の ops ビューに属するポリシーを変更した場合、そ

の ops ビューに関連付けられているオペレータまたはディスパッチャがアクセス

できないポリシー リソースに関連付けることができます。この状況が原因で、

ユーザがポリシーを表示したときに不整合が発生する可能性があります。

SYSTEM ops ビューに属するオペレータまたはディスパッチャは、その ops 
ビューのポリシーだけを追加、編集、削除する必要があります。

ポリシーの追加
ポリシーは、ポリシーで指定した手順に従ってシステムが実行するアクションを

定義したものです。ポリシーには以下のタイプがあります。

• Invitation：このポリシーは、必ず TUI を通じてアクティブ化されます。

TUI は、指定されたユーザにコールし、VTG またはチャネルに招待します。

VTG またはチャネルに参加したあと、TUI ブレークアウト メニューから招

待ポリシーを実行できます。TUI がコールするユーザが、その VTG に招待

されます。

• Multi-Purpose：以下のいずれかのアクティビティを実行するポリシーです。

– 指定した VTG のアクティブ化

– VTG への参加者の追加

– 通知アクションの実行。詳細については、「通知アクションの概要」

（P.6-9）を参照してください。

– 「ユーザの通信プリファレンスの管理」（P.3-22）の説明に従って設定さ

れたダイヤル プリファレンスに従い、指定したユーザに TUI からコー

ルすることで、指定したメッセージをそのユーザに提供。

ポリシーを作成する場合は、システムに関連する VTG を実行するのに十分なリ

ソース（マルチキャスト アドレスとダイヤル ポート）があることを確認してく

ださい。定義したポリシーが、VTG をアクティブ化するときにシステム リソー

スを消費しすぎる場合でも、Cisco IPICS による警告は行われません。
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ポリシーを追加するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

[Policy Management] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Policies] 領域で [Add] をクリックします。

[New Policy] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [General] タブで、以下の操作を行います。

a. [Policy Name] フィールドに、ポリシーの一意の名前を入力します。

この入力は必須です。"Notify Emergency Team" のように、機能に従ってポ
リシーに名前を付けると便利です。

b. [Policy Description] フィールドに、このポリシーの説明を入力します。

c. [Policy Type] ドロップダウン リストから、以下のいずれかのタイプを選択

します。

– 多目的：指定した VTG のアクティブ化、通知アクションの実行、参加
者の VTG への追加、ダイヤル プリファレンスに基づく指定ユーザへの
ダイヤルを行うポリシーを作成します。

– 招待：指定したユーザを指定の VTG またはチャネルに招待するポリ
シーを作成します。

d. [Save] をクリックします。

ステップ 4 必要に応じて、表 6-3 で説明されているタスクを実行します。

これらのすべてのタスクを、ここで実行する必要はありません。この情報は、後

で入力または更新できます。
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ポリシーのアクションの管理
アクションは、ポリシーの実行時にポリシーが実行するアクティビティを示しま

す。ポリシーで使用できるアクションは、ポリシー タイプに依存します。アク

ションには、表 6-4 に示すアクティビティがあります。

表 6-3 ポリシーを追加するためのタスク

タスク 参照先

ポリシーのアクションを 1 つ以上入力

します。

「ポリシーのアクションの管理」

（P.6-8）を参照してください。

このポリシーをアクティブ化または非

アクティブ化できるユーザを指定しま

す。

「ユーザとポリシーの関連付け」

（P.6-22）を参照してください。

表 6-4 ポリシー アクション

アクション 関連するポリシー タイプ 説明

VTG への招待 招待 指定したユーザにコールし、TUI プロンプトに応

答することで VTG に参加するよう招待します。

このポリシーをアクティブ化できるのは、既存の 
VTG を抜けるときに TUI を使用した場合だけで

す。この場合、このアクションは、ダイヤル プリ

ファレンスに従ってユーザにコールし、自身が抜

けた VTG に参加するように招待します。

VTG のアクティブ化 多目的 事前に設定された VTG をアクティブ化します。

通知 多目的 指定した通知手順に従って、指定した受信者に連

絡します。

詳細については、「通知アクションの概要」

（P.6-9）を参照してください。
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1 つのポリシーに設定できるアクション数に制限はありません。ポリシーに複数

のアクションが含まれている場合、ポリシー エンジンは、[Policies] ウィンドウ

に表示される順序でアクションを実行します。

どのポリシーのアクションでも追加、更新、削除できます。アクションを追加ま

たは更新するために実行する手順は、ポリシーのタイプに依存します。

ポリシーのアクションの管理では、以下の操作を実行します。

• 「通知アクションの概要」（P.6-9）

• 「多目的タイプ ポリシーに対するアクションの追加または更新」（P.6-12）

• 「招待タイプ ポリシーのアクションの追加または更新」（P.6-17）

• 「アクションの削除」（P.6-18）

通知アクションの概要

通知アクションでは、Cisco IPICS が指定した受信者に連絡し、指定した情報を

提供します。この章で説明するポリシー エンジンの通知アクションは、Cisco 
IPICS で設定されている受信者にしか通知できません。Cisco IPICS に登録して

いないユーザに対する通知を作成するには、付録 B「Cisco IPICS を使用した外

部通知」を参照してください。

このセクションでは、Email、IP Phone Text、Dial、Talk Group、Dial Engine 
Script、および Alert の通知アクションについて説明します。これらのアクショ

ン タイプの設定については、「多目的タイプ ポリシーに対するアクションの追加

または更新」（P.6-12）を参照してください。

1 つのポリシーで、任意の Cisco IPICS ユーザに通知できます。さまざまな通知

アクションでサポートされる受信者の数については、『Cisco IPICS 
Compatibility Matrix』を参照してください。

VTG 参加者追加 多目的 指定した参加者を指定した VTG に追加します。

ダイヤル アウト 多目的 設定済みのダイヤル プリファレンスに従って指定

したユーザにコールし、指定した VTG に招待し

ます。

表 6-4 ポリシー アクション （続き）

アクション 関連するポリシー タイプ 説明
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Email 通知アクション

Email 通知アクションでは、受信者として指定した各ユーザの通知プリファレン

スとして設定された、電子メール、SMS、ポケットベル アドレスにメッセージ

が送信されます。ポリシー エンジンは、 大 1,000 文字までのメッセージを送

信できます。それよりも長いメッセージは 1,000 文字に切り詰められます。

IP Phone Text 通知アクション

IP Phone Text 通知アクションは、指定したメッセージをサポートされている 
Cisco Unified IP Phone モデルに表示します。各電話機の電話番号は、関連付け

られているユーザのダイヤル プリファレンスとして設定されている必要があり

ます。

このタイプの通知アクションでは、Cisco Unified Communications Manager の 
[Configuration for IP Phone Notifications] エリアの [SIP Configuration] メ
ニューでパラメータを設定する必要があります。手順については、「SIP の設定」

（P.8-35）を参照してください。

Dial 通知アクション

ポリシー エンジンは、Dial 通知アクションを以下のように実行します。

• IP Phone Notifications パラメータが [IP Phone Notification Configuration] 
ウィンドウで設定されている場合、システムは、指定された各ユーザに 
Cisco Unified IP Phone 設定が Cisco Unified Communications Manager で関

連付けられているかどうかを確認します。ユーザが電話機に関連付けられて

いる場合、指定したメッセージがその電話機のスピーカで再生されます。

• IP Phone Notifications パラメータが設定済みで、ユーザに Cisco Unified IP 
Phone が関連付けられていない場合や、ユーザの電話がビジーの場合、シス

テムはダイヤル プリファレンスの指定に従ってユーザにコールし、指定さ

れたメッセージを再生します。

• IP Phone Notifications パラメータが設定されていない場合、システムはダ

イヤル プリファレンスに従ってユーザにコールし、指定されたメッセージ

を再生します。

IP Phone Notifications パラメータの設定については、「IP フォン通知のための 
Cisco Unified Communications Manager の管理」（P.8-38）を参照してください。

Dial 通知アクションを作成するときには、事前に録音済みのプロンプトを使用

することも、新しいプロンプトを録音することもできます。プロンプトの長さは

大 90 秒です。
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このアクションを使用して Cisco Unified IP Phones に連絡する場合、マルチ

キャスト プールに 1 つ以上の空きマルチキャスト アドレスがあることを確認し

てください。詳細については、「マルチキャスト プールの管理」（P.2-51）を参照

してください。

Talk Group 通知アクション

Talk Group 通知アクションは、選択した VTG のすべての参加者に選択したプロ

ンプトを再生します。

Talk Group 通知アクションを作成するときには、事前に録音済みのプロンプト

を指定することも、新しいプロンプトを録音することもできます。プロンプトの

長さは 大 90 秒です。

（注） • Talk Group 通知アクションが実行されるとき、指定したメッセージが VTG 
のマルチキャスト ストリームに追加されます。システム メッセージが再生

されていることをユーザに通知するため、「Cisco IPICS 管理者からの大切な

メッセージです」などで始めることをお勧めします。

• TUI を通じてダイヤル インした、フロアを持っている VTG の参加者には、

トーク グループ通知メッセージは聞こえません。

Dial Engine Script 通知

Dial Engine Script 通知アクションは、指定した各受信者に対し、指定されたダ

イヤル エンジン スクリプトを 1 回実行します。

Alert 通知アクション

Alert 通知アクションは、ポリシーに関連付けられた各ユーザの IDC に警告メッ

セージを送信し、IDC からポリシーを実行したことを示します。警告メッセー

ジは、IDC のポップアップ ウィンドウに表示されます。
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多目的タイプ ポリシーに対するアクションの追加または更新

多目的ポリシー タイプのポリシーは、VTG のアクティブ化、受信者への通知

メッセージの送信、VTG への参加者の追加、ユーザへのコールと VTG への招

待を行うことができます。

多目的タイプ ポリシーのアクションを追加または更新するには、次の操作を行

います。実行中のポリシーのアクションを更新する場合は、ポリシーの実行が完

了したあとで変更内容が有効になります。

（注） 通知アクションを保存した後ではそのアクションのタイプを変更できません。変更

する場合は、アクションを削除して新しいアクションを追加する必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 [Policies] カラムで、アクションを追加するポリシーのリンクをクリックします。

ステップ 3 [Action] タブをクリックします。

[Policies] > [Policy Name] ウィンドウに、このポリシーに対して作成されたアク

ションの一覧が表示されます。[Action Type] カラムにはアクションのタイプが

表示され、[Action Name] カラムには、対応するアクションの作成時に割り当て

られた名前が表示されます。

ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいアクションを追加するには、[Add Action] ドロップダウン リストか

ら以下のいずれかのオプションを選択します。

– Activate VTG：指定した VTG をアクティブ化します。

– Notification：指定したメッセージを指定した受信者に送信します。

– VTG Add Participants：指定した参加者を指定した VTG に追加します。

– Dial Out：指定したユーザにコールし、指定した VTG に招待します。

• 既存のアクションを表示または更新するには、[Action Type] カラムでアク

ションのリンクをクリックします。

[New Action] ウィンドウが表示されます。このウィンドウの領域とフィールド

は、選択したアクション タイプによって異なります。
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ステップ 5 [Action Name] フィールドに、このアクションの名前を入力します。

この入力は必須です。ポリシーに複数のアクションが含まれている場合、各アク

ション名は一意であることが必要です。

ステップ 6 表 6-5 の手順に従って、選択したアクション タイプの追加情報を入力します。

表 6-5 多目的タイプ ポリシーに対するアクションの作成または更新

手順 備考

アクション タイプ：VTG のアクティブ化

1. [Duration] フィールドに、VTG をポリシーに

よってアクティブ化したあとでアクティブなまま

にする日数、時、分を入力します。

このフィールドに値を入力しない場合、手動で非

アクティブ化するまで VTG はアクティブなまま

になります。

2. ポリシーの実行時にこのアクションがアクティ

ブ化する VTG を指定します。

• [View] ドロップダウン リストから [VTG] を
選択します。

• [Search] をクリックし、[Search] ウィンドウ

で目的の VTG を探して選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索

ウィンドウの使用」（P.1-17）を参照してください。

リストから VTG を削除する場合、[Select VTGs] 
領域の VTG の横にあるチェックボックスをク

リックし、[Delete] をクリックしてから、表示さ

れる確認ダイアログボックスで [OK] をクリック

します。

3. [Save] をクリックして変更を保存します。 変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックし

ます。

アクション タイプ：通知

1. [Type] ドロップダウン リストで、通知メッ

セージのタイプを選択します。

通知タイプには、Email、IP Phone Text、Dial、
Talk Group、Dial Engine Script、および Alert が
あります。

これらの通知タイプの詳細については、「通知ア

クションの概要」（P.6-9）を参照してください。
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2.次のいずれかの操作を行います。

• [Type] ドロップダウン リストから [Email] を
選択した場合は、以下の操作を行います。

– [Subject] フィールドに、メッセージの内

容を示す件名を入力します。

– [Message] エリアに、ユーザの通知プリ

ファレンスとして設定された電子メー

ル、SMS、ポケットベル アドレスに送信

するメッセージを入力します。

• [Type] ドロップダウン リストから [IP Phone 
Text] を選択した場合、[Message] 領域に、電

話に表示するメッセージを入力します。

• [Type] ドロップダウン リストから [Dial] を
選択した場合、[Prompt] ドロップダウン リ
ストから、再生するプロンプトを選択しま

す。[Record New Message Notification] をク

リックしてプロンプトの録音を選択すること

もできます。

• [Type] ドロップダウン リストから [Talk 
Group] を選択した場合、[Prompt] ドロップ

ダウン リストから、再生するプロンプトを選

択します。[Record New Message 
Notification] をクリックしてプロンプトの録

音を選択することもできます。

• [Type] ドロップダウン リストから [Dial 
Engine Script] を選択した場合、[Dial Engine 
Script] ドロップダウン リストから目的のス

クリプトを選択します。

• [Type] ドロップダウン リストから [Alert] を
選択した場合は、[Message] フィールドに警

告メッセージのテキストを入力します。

Dial アクションまたは Talk Group アクションに

対して [Record New Message Notification] をク

リックした場合、プロンプトを録音し [プロンプ

ト ] ドロップダウン リストで選択できます。

[Record a New Prompt] をクリックしたあと、次

の操作を行います。

1. [Language] ドロップダウン リストから、プロ

ンプトの .wav ファイルを保存する論理言語フォ

ルダを選択します。スクリプトで指定された言語

にかかわらずこのプロンプトをすべてのスクリプ

トで使用可能にするには、[default] を選択しま

す。

2. [Phone Number] フィールドに、システムが

コールする電話番号を入力します。このフィール

ドには数字だけを入力します。SIP プロバイダー

は、入力した番号へのコールをルーティングでき

る必要があります。

3. [Name] フィールドに、このプロンプトの .wav 
ファイルの名前を入力します（拡張子 .wav を含

めます）。

4. （オプション）[Destination Folder] フィールド

に、プロンプトを保存する論理フォルダの名前を

入力します。

5. [Call] をクリックします。ダイヤル エンジンが

指定した電話番号にコールします。

6. 電話に応答し、音声プロンプトに従って TUI 
にログインしプロンプトを録音します。

7. [Call Completed] ダイアログボックスで [OK] 
をクリックします。

表 6-5 多目的タイプ ポリシーに対するアクションの作成または更新 （続き）

手順 備考
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3. [View] ドロップダウン リストから、通知を受

け取る受信者のタイプを選択します。

ビュー タイプには以下のものがあります。

• User：Cisco IPICS で設定されている、任意

のロールが割り当てられたユーザ

• User Group：Cisco IPICS で設定されている

ユーザ グループ

• VTG：Cisco IPICS で設定されている VTG。

[VTG] を指定した場合、通知はその VTG の
すべての参加者に送信されます。

4. [Search] をクリックし、[Search] ウィンドウで

目的の受信者を探して選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索

ウィンドウの使用」（P.1-17）を参照してください。

リストから受信者を削除するには、[Recipients] 
領域で受信者の横にあるチェックボックスをク

リックし、[Delete] をクリックし、表示される確

認ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

リスト中のユーザの通知プリファレンスを表示す

るには、ユーザ名の横にあるチェックボックスを

クリックし、[Show User Prefs] をクリックします。

5. [Save] をクリックして変更を保存します。 変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックし

ます。

アクション タイプ：VTG 参加者追加

1. [VTG] ドロップダウン リストから、このポリ

シーを実行したときに参加者を追加する VTG を
選択します。

表示される VTG は、ops ビューの設定によって

変わります。詳細については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照し

てください。

2. [View] ドロップダウン リストから、VTG に追

加する参加者のタイプを選択します。

ビュー タイプには以下のものがあります。

• User：Cisco IPICS で設定されている、任意

のロールが割り当てられたユーザ

• User Group：Cisco IPICS で設定されている

ユーザ グループ

• VTG：Cisco IPICS で設定されている VTG。

表 6-5 多目的タイプ ポリシーに対するアクションの作成または更新 （続き）

手順 備考
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4. [Search] をクリックし、[Search] ウィンドウで

目的の参加者を探して選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索

ウィンドウの使用」（P.1-17）を参照してください。

リストから参加者を削除するには、[Recipients] 
領域で受信者の横にあるチェックボックスをク

リックし、[Delete] をクリックし、表示される確

認ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

リスト中のユーザの通知プリファレンスを表示す

るには、ユーザ名の横にあるチェックボックスを

クリックし、[Show User Prefs] をクリックします。

5. [Save] をクリックして変更を保存します。 変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックし

ます。

アクション タイプ：ダイヤル アウト

1. [VTG] ドロップダウン リストから、コール先

のユーザを追加する VTG を選択します。

このリストには、現在のユーザが関連付けられて

いる VTG だけが表示されます。

2. [View] ドロップダウン リストから、コールし

て VTG に招待する受信者のタイプを選択します。

ビュー タイプには以下のものがあります。

• User：Cisco IPICS で設定されている、任意

のロールが割り当てられたユーザ

• User Group：Cisco IPICS で設定されている

ユーザ グループ

3. [Search] をクリックし、[Search] ウィンドウで

目的の受信者を探して選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索

ウィンドウの使用」（P.1-17）を参照してください。

リストから受信者を削除するには、[Recipients] 
領域で受信者の横にあるチェックボックスをク

リックし、[Delete] をクリックし、表示される確

認ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

リスト中のユーザの通知プリファレンスを表示す

るには、ユーザ名の横にあるチェックボックスを

クリックし、[Show User Prefs] をクリックします。

4. [Save] をクリックして変更を保存します。 変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックし

ます。

表 6-5 多目的タイプ ポリシーに対するアクションの作成または更新 （続き）

手順 備考
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招待タイプ ポリシーのアクションの追加または更新

招待タイプ ポリシーは、指定したユーザにコールし VTG に招待します。

招待タイプ ポリシーのアクションを追加または更新するには、次の操作を行い

ます。実行中のポリシーのアクションを更新する場合は、ポリシーの実行が完了

したあとで変更内容が有効になります。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 [Policies] カラムで、アクションを追加するポリシーのリンクをクリックします。

ステップ 3 [Action] タブをクリックします。

[Policies] > [Policy Name] ウィンドウに、このポリシーに対して作成されたアク

ションの一覧が表示されます。[Action Type] カラムにはアクションのタイプが

表示され、[Action Name] カラムには、対応するアクションの作成時に割り当て

られた名前が表示されます。

ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• ポリシーに新しいアクションを追加するには、[Add Action] ドロップダウン 
リストのアクションタイプから [Invite To VTG] を選択します。

• 既存のアクションを表示または更新するには、[Action Type] カラムでアク

ションのリンクをクリックします。

ステップ 5 [Action Name] フィールドに、このアクションの名前を入力します。

この入力は必須です。ポリシーに複数のアクションが含まれている場合、各アク

ション名は一意であることが必要です。

ステップ 6 [Search] をクリックし、[Search] ウィンドウで VTG に招待するユーザを探して

選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

リストから受信者を削除するには、[Recipients] 領域で受信者の横にあるチェッ

クボックスをクリックし、[Delete] をクリックし、表示される確認ダイアログ

ボックスで [OK] をクリックします。

リスト中のユーザの通知プリファレンスを表示するには、ユーザ名の横にある

チェックボックスをクリックし、[Show User Prefs] をクリックします。
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ステップ 7 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

アクションの削除

ポリシーから 1 つのアクションを削除することも、一度に複数のアクションを削

除することもできます。関連付けられているポリシーの実行中にアクションを削

除した場合、アクションは実行完了後に削除されます。

アクションを削除するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 [Policies] カラムで、削除するアクションが含まれているポリシーのリンクをク

リックします。

ステップ 3 [Action] タブをクリックします。

ステップ 4 削除する各アクションの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 5 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このアクションを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ポリシーのトリガーの管理
トリガーは、指定したスケジュールに従って多目的タイプ ポリシーをアクティ

ブ化するためのメカニズムです。トリガーは、招待ポリシー タイプには適用さ

れません。招待ポリシー タイプは、必ず TUI からアクティブ化します。多目的

タイプ ポリシーに設定できるトリガーの数に制限はありません。
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トリガーは、指定した開始日時に一度だけポリシーをアクティブにするように設

定することも、指定したスケジュールに従って繰り返しポリシーを実行するよう

に構成することもできます。

トリガーの管理では以下の操作を行います。

• 「トリガーの追加、表示、更新」（P.6-19）

• 「トリガーの削除」（P.6-22）

トリガーの追加、表示、更新

任意の多目的タイプ ポリシーのトリガーを追加、表示、更新できます。

トリガーを設定する前に、「多目的タイプ ポリシーに対するアクションの追加ま

たは更新」（P.6-12）の説明に従って、ポリシーのアクションを設定する必要が

あります。

多目的タイプ ポリシーのトリガーを追加、表示、更新するには、次の操作を行

います。実行中のポリシーのトリガーを更新した場合、ポリシーの実行が完了し

たあとで変更内容が有効になります。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 [Policies] カラムで、アクションを追加する多目的タイプ ポリシーのリンクをク

リックします。

ステップ 3 [Trigger] タブをクリックします。

[Policies] > [Policy Name] ウィンドウに、このポリシーに対して作成されたト

リガーの一覧が表示されます。[Trigger Type] カラムにトリガーのタイプが表示

され、[Trigger Name] カラムに対応するトリガーに割り当てられた名前が表示

されます。

ステップ 4 次のいずれかの操作を行います。

• 新しいトリガーを追加するには、トリガーのリストの下にある [Add] をク

リックします。

• 既存のトリガーを表示または更新するには、[Trigger Type] カラムのトリ

ガーのリンクをクリックします。

[New Trigger] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 5 [Trigger Type] ドロップダウン リストから、[Time] を選択します。

ステップ 6 [Trigger Name] フィールドに、トリガーのわかりやすい名前を入力します。

この入力は必須です。ポリシーに複数のトリガーが含まれている場合、各トリ

ガー名は一意であることが必要です。

ステップ 7 以下の操作を実行することで 初にポリシーを実行する日時を指定します。

a. [Start Date] フィールドに、ポリシーを 初に実行する日付を入力します。

b. [Start Time] ドロップダウン リストから、開始日にポリシーを実行する時、

分、時間帯（AM または PM）を選択します。

繰り返さないポリシーについては、これらのフィールドによってポリシーを 1 回
実行する日時が指定されます。繰り返すポリシーについては、これらのフィール

ドにより、ポリシーが初めて実行される日時と、以降の実行が開始される時刻が

指定されます。

ステップ 8 次のいずれかの操作を行います。

• ポリシーを一度だけ実行する場合は、[Recurrence] ドロップダウン リスト

から [None] を選択し、ステップ 11 に進みます。

• ポリシーを複数回実行する場合は、[Recurrence] ドロップダウン リストか

ら以下のいずれかのオプションを選択します。

– Daily：ポリシーは毎日または指定した日数ごとに数実行されます。

– Weekly：ポリシーは指定した週ごとの指定した曜日に実行されます。

– Monthly：ポリシーは指定した月ごとの指定した日に実行されます。

– Yearly：ポリシーは指定した年ごとの指定した日に実行されます。

ステップ 9 [Recurrence] オプションを選択した場合は、[Recurrence End Date] フィールド

にポリシーを 後に実行する日付を入力します。

ステップ 10 [Recurrence] オプションを選択した場合、表 6-6 の手順に従って、ポリシーの実

行頻度を指定します。

表 6-6 トリガーの繰り返しパターンの指定

手順 例

Recurrence：Daily
1 ～ 999 の数値を入力し、ポリシーを

実行する周期を日単位で指定します。

• Every 1 day(s)：ポリシーを毎日

実行します。

• Every 2 day(s)：ポリシーを 1 日お

きに実行します。
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ステップ 11 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

Recurrence：Weekly
1. 1 ～ 999 の数値を入力し、ポリ

シーを実行する周期を週単位で指

定します。

2. 1 つ以上のチェックボックスをク

リックして、その週にポリシーを

実行する曜日を指定します。

• Every 1 week(s) on Monday, 
Tuesday：毎週月曜日と火曜日に

ポリシーを実行します。

• Every 3 week(s) on Monday, 
Wednesday, Friday：3 週間ごとの

月曜日、水曜日、金曜日にポリ

シーを実行します。

Recurrence：Monthly
次のいずれかの操作を行います。

• [Day] ラジオ ボタンをクリック

し、月の中でポリシーを実行する

頻度を選択し、ポリシーの実行周

期を月単位で選択します。

• 下にあるラジオ ボタンをクリック

し、ポリシーを実行する日を選択

し、ポリシーを実行する頻度を月

単位で選択します。

• Day 04 every 1 month(s)：毎月 4 
日にポリシーを実行します。

• Day 06 every 3 month(s)：3 か月

ごとにその月の 6 日にポリシーを

実行します。

• The First Monday every 1 
month(s)：毎月第 1 月曜日にポリ

シーを実行します。

• The Last Friday every 6 month(s)：
6 ヶ月ごとの 後の金曜日にポリ

シーを実行します。

Recurrence：Yearly
毎年ポリシーを実行する月と日を選択

します。

• January 3：毎年 1 月 3 日にポリ

シーを実行します。

表 6-6 トリガーの繰り返しパターンの指定 （続き）

手順 例
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トリガーの削除

トリガーはいつでも削除できます。1 つのトリガーを削除することも、一度に複

数のトリガーを削除することもできます。関連付けられているポリシーの実行中

にトリガーを削除した場合、トリガーは実行完了後に削除されます。

トリガーを削除するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 [Policies] カラムで、削除するトリガーが含まれているポリシーのリンクをク

リックします。

ステップ 3 [Trigger] タブをクリックします。

ステップ 4 削除するトリガーの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 5 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このトリガーを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザとポリシーの関連付け
ポリシーに関連付けられているユーザは、そのポリシーをアクティブ化または非

アクティブ化できます。ポリシーに関連付けることができるユーザの数に制限は

なく、1 人のユーザを関連付けることができるポリシーの数にも制限はありませ

ん。
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ユーザをポリシーに関連付けるには、次の操作を行います。実行中のポリシーの

関連付けを更新した場合、ポリシーの実行が完了したあとで変更内容が有効にな

ります。

（注） Cisco IPICS オペレータは、「ユーザとポリシーの関連付け」（P.3-31）で説明す

るように、ユーザをポリシーに関連付けることができます。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• [Policies] カラムでポリシーのリンクをクリックし、各タブの下部に表示さ

れる [Associations] ボタンをクリックします。

• ポリシー名の横にあるチェックボックスをクリックし、[Policies] ウィンド

ウの下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

ステップ 3 [Associated Users] ウィンドウが開き、ポリシーに関連付けられている各ユーザ

について次の情報が表示されます。

• User Name：ユーザを Cisco IPICS に追加したときに割り当てた一意の識別

名

• First Name：ユーザの名

• Last Name：ユーザの姓

• Status：ユーザが有効か無効か

ステップ 4 [Add] をクリックし、[Search] ウィンドウでポリシーに関連付けるユーザを探し

て選択します。

[Search] ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」（P.1-17）を

参照してください。

選択したユーザが、関連付けられているユーザのリストに表示されます。リスト

からユーザを削除するには、ユーザの横にあるチェックボックスをクリックし、

[Delete] をクリックし、表示される確認ダイアログボックスで [OK] をクリック

します。
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手動でのポリシーのアクティブ化
多目的タイプ ポリシーはいつでも手動でアクティブ化できます。ポリシーをア

クティブ化すると、設定されているアクションがすぐに実行されます。

1 つのポリシーを手動でアクティブ化することも、複数のポリシーを一度に手動

でアクティブ化することもできます。

（注） 多目的タイプ ポリシーは、トリガーでアクティブにしたり、[Execution Status] 
ウィンドウで再度アクティブ化したり、TUI と通じてアクティブ化できます。

招待タイプ ポリシーは、必ず TUI を通じてアクティブ化します。

多目的ポリシーを手動でアクティブ化するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。

ステップ 2 アクティブ化する各多目的タイプ ポリシーの横にあるチェックボックスをク

リックします。

ステップ 3 [Activate] をクリックします。

ポリシーの削除
不要になったポリシーは削除できます。1 つのポリシーを削除することも、一度

に複数のポリシーを削除することもできます。実行中のポリシーを削除すると、

実行が終了します。

ポリシーを削除するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Policies] を選択します。
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ステップ 2 削除するポリシーの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このユーザ グループを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

実行中または実行完了したポリシーに関する情報
の表示

実行中または実行完了したポリシーに関する要約情報または詳細情報を表示でき

ます。この情報には、ポリシー名、関連付けられているアクション、ステータ

ス、開始時刻、実行メッセージが含まれます。ポリシーがコールした受信者のリ

スト、コールが成功したかどうか、成功しなかった場合の理由など、アクション

の追加情報にアクセスすることもできます。

また、現在のユーザが関連付けられているポリシーに関する情報や、現在のユー

ザの ops ビューに属するまたはそれにアクセスできるユーザが作成したポリシー

に関する情報を、.xml ファイルにエクスポートできます。

まだ実行されていないポリシーに関する情報を表示する方法については、「スケ

ジュールされたポリシーに関する情報の表示」（P.6-27）を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Execution Status] を選択します。

ステップ 2 [Executing/Executed Policy] タブをクリックします。

このタブには、次の情報が表示されます。

• Name：ポリシーの名前、または展開されたポリシー ビュー内のアクション

の名前

• Action Type：アクションのタイプ。この情報は、ポリシーのビューを展開

した場合に表示されます。

• Status：ポリシーのステータス（Successful、Executing、Failed のいずれか）。
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複数のアクションが設定されているポリシー内のいずれかのアクションが失
敗した場合、ポリシーのステータスは Failed と表示されます。アクション
が失敗しても、ポリシーはすべてのアクションを実行しようとします。

• Start Time：ポリシーまたはアクションの開始がスケジュールされている日付

と時刻、または実行中のポリシーまたはアクションが開始された日付と時刻

• Message：ポリシーの実行に関する要約情報

ヒント [Execution Status] ウィンドウに 新情報を表示するには、[Refresh] を
クリックします。

ステップ 3 このタブでの操作や表示の変更方法については、表 6-7 を参照してください。

表 6-7 [Executing/Executed Policy] タブでの操作

作業 手順

1 ページに表示する情報の行数を指定

する。

[Rows per page] ドロップダウン リス

トから値を選択し、[Go] をクリック

します。

表示の別のページに移動する。 ウィンドウの下部にある以下のボタン

を使用します。

• |<（ 初のページに移動）

• <（前のページに移動）

• >（次のページに移動）

• >|（ 後のページに移動）

ポリシーのリストを、名前またはス

テータスのアルファベット順またはそ

の逆順、あるいは開始時刻の数値順ま

たはその逆順に表示する。

該当する列見出しをクリックし、その

列見出しの横にある上下の矢印をク

リックします。

ポリシーに関連付けられているアク

ションに関する情報を展開表示する。

ポリシー名の横にある [+] をクリック

します。

ポリシーに関連付けられているアクショ

ンに関する情報の展開表示を閉じる。

ポリシー名の横にある [-] をクリック

します。

ポリシーに関連付けられているダイヤ

ル アウトまたは通知アクションの参加

者に関する追加情報を表示する。

ポリシーのビューを展開したあとでア

クション名リンクをクリックします。
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スケジュールされたポリシーに関する情報の表示
実行をスケジュールされたポリシーに関する要約情報または詳細情報を表示でき

ます。この情報には、ポリシー名、関連付けられているアクション、ステータ

ス、開始時刻、実行メッセージが含まれます。

実行中または実行済みのポリシーに関する要約情報の表示については、「実行中ま

たは実行完了したポリシーに関する情報の表示」（P.6-25）を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Execution Status] を選択します。

ステップ 2 [Scheduled Policy] タブをクリックします。

このタブには、次の情報が表示されます。

現在のユーザが関連付けられているポ

リシーに関する情報や、現在のユーザ

の ops ビューに属するまたはそれにア

クセスできるユーザが作成したポリ

シーに関する情報を、.xml ファイルに

エクスポートする。　

ウィンドウの下部にある [Download 
Execution Status] をクリックし、ポッ

プアップ ウィンドウにファイル名と格

納場所を入力します。

ポリシーの情報を削除する。 ウィンドウ下部にある [Delete] をク

リックします。

この操作では、実行情報だけが削除さ

れます。ポリシーは削除されません。

ポリシー内の個別のアクションに関す

る情報は選択および削除できません。

ポリシー、アクション、ポリシー内の

特定の参加者に対するアクションを再

度アクティブ化する。

「ポリシーまたはアクションの再アク

ティブ化」（P.6-28）を参照してくだ

さい。

表 6-7 [Executing/Executed Policy] タブでの操作 （続き）

作業 手順
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• Name：ポリシーの名前、または展開されたポリシー ビュー内のアクション

の名前

• Action Type：このポリシーに対して作成されたアクション。この情報は、

ステップ 3 に従ってポリシーを展開すると表示されます。

• Status：ポリシーのステータス（Successful、Executing、Failed のいずれ

か）。

• Start Time：ポリシーの開始がスケジュールされている日付と時刻、または

実行中のポリシーが開始された日付と時刻

• Message：ポリシーの実行に関する要約情報

ステップ 3 ポリシーに関連付けられているアクションに関する情報を展開表示するには、ポ

リシー名の横にある [+] をクリックします。

この展開ビューを閉じるには、[-] をクリックします。

ポリシーまたはアクションの再アクティブ化
再アクティブ化機能を使用して、以下の操作を実行できます。

• ポリシーの再アクティブ化：多目的タイプ ポリシーを再度アクティブ化し

ます。この操作には、「手動でのポリシーのアクティブ化」（P.6-24）で説明

されている、ポリシーの手動アクティブ化と同じ効果があります。1 つのポ

リシーを再アクティブ化することも、一度に複数のポリシーを再実行するこ

ともできます。招待タイプ ポリシーの再アクティブ化はできません。

• アクションの再アクティブ化：指定したポリシー内の特定のアクションを 1 
つ以上アクティブ化します。

• 特定の参加者に対するアクションの再アクティブ化：ダイヤル アウト アク

ションまたは通知アクションを、そのアクションの 1 人以上の特定の参加者

に対してアクティブ化します。

ポリシーまたはアクションを再アクティブ化するには、次の操作を行います。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Policy Management] トレイで、

[Execution Status] を選択します。
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ステップ 2 [Executing/Executed Policy] タブをクリックします。

ステップ 3 表 6-8 に示すいずれかの操作を実行します。

表 6-8 再アクティブ化操作

作業 手順

ポリシーの再アクティブ

化

1. 再アクティブ化する各ポリシーの横にある

チェックボックスをクリックします。

2. ポリシーのリストの下にある [Reactivate] をク

リックします。

ポリシー内のアクション

を再アクティブ化する

1. そのアクションを含むポリシーの名前の横にあ

る [+] をクリックします。

2. 再アクティブ化する各アクションの横にある

チェック ボックスをクリックします。

3. ポリシーのリストの下にある [Reactivate] をク

リックします。

アクション内の特定の参

加者に対してダイヤル ア
ウト アクションまたは通

知アクションを再アク

ティブ化する。

1. そのアクションを含むポリシーの名前の横にあ

る [+] をクリックします。

2. 参加者を含むアクションの [Name] カラムのリ

ンクをクリックします。

3. 再アクティブ化する各参加者の横にあるチェッ

クボックスをクリックします。

4. 参加者のリストの下にある [Reactivate] をク

リックします。
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ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ イン
ターフェイス（TUI）の使い方

ポリシー エンジンの TUI では、プッシュホン電話機を使用して、ポリシー エン

ジンから情報を受け取ったり、ポリシー エンジンに指示を渡すことができます。

TUI を使用する場合、ポリシー エンジンは、電話機から聞こえる音声プロンプ

トを通じてユーザと対話します。プロンプトに応答するには、電話機のボタンを

押します。

TUI では、以下の操作を実行できます。

• 電話機を Push-To-Talk（PTT）デバイスとして使用し、関連付けられている

グループに参加する。

（注） Cisco Unified IP Phone を Cisco IPICS PTT デバイスとして使用するこ

ともできます（付録 C「Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS 
Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用」を参照）。

• 任意のタイプのポリシーのアクティブ化

• ポリシーによって指定されたアクティビティの実行

• 他のユーザをグループに招待する

• 音声ユーザ名プロンプトを録音する

• 数字パスワード（PIN）の変更

• 実行済みまたは実行中のポリシーに関するステータス情報の取得

TUI へのアクセス

TUI には、プッシュホン電話機からアクセスできます。TUI にアクセスする方

法は 3 つあります。

• ポリシー エンジンをコールする：ops ビューの [Dial Number] フィールドに

設定されている番号をコールします （関連情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください）。
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• ポリシー エンジンからのコールを受け取る：コールを受信するのは、別の

ユーザによってグループに招待された場合や、Cisco IPICS ディスパッチャ

が [VTG Management] ウィンドウからダイヤル アウトを開始した場合、

ユーザにコールする 1 つ以上のアクションを含むポリシーが実行された場

合、プロンプトを録音する場合です。

TUI にアクセスする場合は、以下の操作を実行します。

1. 音声プロンプトに従ってユーザ ID と PIN を入力します。

ユーザ ID と PIN は、Cisco IPICS オペレータまたはユーザによって設定さ

れます。ログイン クレデンシャルは、自分が属する ops ビューに対して設

定されているダイヤル 番号に対してだけ有効です。

2. 音声プロンプトに従って、目的のアクションを実行します。

TUI 使用上のガイドライン

TUI を使用する場合、以降のセクションに示すガイドラインに注意してください。

• 「一般的なガイドライン」（P.6-31）

• 「メニューのガイドライン」（P.6-32）

一般的なガイドライン

TUI を使用する場合の一般的なガイドラインは以下のとおりです。

• TUI にダイヤルインすると、ユーザ ID と PIN（パスワード）の入力を要求

されます。認証を受けなければ、システムを使用できません。

• システムにコールした場合、各自が関連付けられている ops ビューに対して

設定されているデフォルトの言語のプロンプトが再生されます。

• 音声ユーザ名が録音されていない場合、ユーザ名の綴りが再生されます。

• 認証が成功すると、グループへの参加、ポリシーの呼び出し、システム メ
ニューへのアクセスなど、使用可能なメニュー オプションが通知されます。

• TUI では、プロンプトが終了する前に次のオプションを入力することで、プ

ロンプトを中断し次に進むことができます。

• 事前に定義されている許容時間内に応答しない場合、メニューがタイムアウト

になります。ほとんどの場合、この時間は 3 秒であり、 大再試行回数は 3 回
です。許容時間を超えると、TUI は「Are you still there?」と応答し、メニュー

を繰り返します。再試行の 大回数を超えると、TUI は、コールが切断される

ことを通知する警告プロンプトを発信してからコールを終了します。
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• あらかじめ定義されている回数だけ再試行してもプロンプトに対する応答が

検出されない場合、システムは前のメニューに戻ります（メイン メニュー

を使用中の場合はコールを終了します）。

• 正しくないキー オプションを入力した場合、TUI は「もう一度入力してく

ださい」と応答し、メニューが繰り返されます。

• ダイヤルアウトしてユーザをコールに招待する場合、呼び出されたユーザ

は、コールがグループに接続される前に、任意のキーを押して認証を受ける

必要があります （コールのダイヤルアウト中、システムはまったく音を発

しません）。

• 入力を終了するには # を押します。

• 前のメニューに戻るには * を押します（メイン メニューを使用している場

合を除く）。

• グループやポリシーなどのリソースを選択するには、エントリ数が 9 以下の

場合は選択内容に対応する番号を押します。エントリが 10 以上存在する場

合は、選択内容に対応する番号のあとで # を押します。

• 名前の綴りを入力してリソースを選択するオプションは、ロケールに依存し

ます。

– TUI でサポートされているロケールは、アフリカーンス語（af）、アル

バニア語（sq）、バスク語（eu）、カタロニア語（ca）、デンマーク語

（da）、オランダ語（nl）、英語（en）、フェロー語（fo）、フィンランド

語（fi）、フランス語（fr）、ドイツ語（de）、アイスランド語（is）、ア

イルランド語（ga）、イタリア語（it）、ノルウェー語（no）、ポルトガ

ル語（pt）、レト=ロマン語（rm）、スコットランド語（gd）、スペイン

語（es）、スウェーデン語（sv）です。

– 名前によるダイヤルをサポートしていないロケールを使用している場合

は（電話機のボタンに、名前でダイヤルするための対応する文字がない

ロケールなど）、使用可能なリソースのリストから選択する必要があり

ます。

メニューのガイドライン

TUI メニューを使用する場合のガイドラインは以下のとおりです。

• 電話機が TUI に接続されている場合、電話機では転送機能および会議機能

はサポートされません。

• TUI のメイン メニューでは、次の操作を実行できます。
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– グループに参加するには 1 を押します。次に、1 を押し、グループ名を

入力して参加する割り当て済みグループを選択するか、2 を押し、割り

当て済みグループのリストを聞いた後、そのリストからグループを選択

します （参加するグループの名前がわかっている場合は、名前を入力す

るほうが、使用可能なグループのリストが TUI から通知されるまで待

つより操作が早くできます）。選択内容を確定するには、1 を押します。

選択内容をキャンセルするには 2 を押します。前のメニューに戻るに

は、* を押します。

– 汎用ポリシーを実行するには 2 を押します。次に、1 を押し、ポリシー

の名前を入力してポリシーを選択するか、2 を押し、使用可能なポリ

シーのリストを聞きます （実行するポリシーの名前がわかっている場合

は、TUI によって選択可能なポリシーのリストが再生されるのを待つよ

りも、名前を入力するほうが早く済みます）。選択内容を確認するには 
1 を押します。選択内容をキャンセルするには 2 を押します。前のメ

ニューに戻るには、* を押します。

– システム メニューを起動するには 0 を押します。このメニューでは、次

の操作を実行できます。

- システム ヘルプにアクセスするには 1 を押します。このオプションで

は、システム メニューの概要が説明されます。

- ユーザ プロファイルを管理するには 2 を押します。PIN（パスワード）

を変更するには 1 を押します。録音された名前を変更するには 2 を押し

ます。

- ポリシー ステータスを取得するには 3 を押します。情報をもう一度再

生するには 1 を押します。

- これらのメニューから前のメニューに戻るには、* を押します。

• TUI には、ダイヤルイン ユーザを支援するためのダイヤルイン フロア コン

トロール機能があります。

– TUI のコール メニューでは、次の操作を実行できます。

- フロアを要求するには 1 を押します。フロアを取得するとビープ音が 
1 回聞こえます。フロアが取得できない場合はビジー トーンが聞こえま

す。

- フロアを解放するには、2 を押します。ビープ音が 2 回聞こえ、フロ

アが解放されたことがわかります。

– ダイヤルイン フロアでは、1 つのグループ内で一度に 1 人のダイヤルイ

ン ユーザだけが話すことができます。他の PTT ユーザが話すことがで

きるかどうかは制御されません。
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    ポリシー エンジンのテレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）の使い方
– 自分がダイヤルイン フロアを持っている場合は、自分の話した声が他の

ユーザに聞こえますが、他のユーザの声はこちらには聞こえません。

– ダイヤルイン フロアを持っている場合、フロアを保持するかどうかを確

認するためのプロンプトが TUI により 2 分ごとに再生されます。フロ

アを保持するには 1 を押し、フロアを開放するには 2 を押します。

• TUI のブレークアウト メニューでは、次の操作を実行できます。

– システム ヘルプにアクセスするには 1 を押します。このオプションで

は、システム メニューの概要が説明されます。

– アドホックな招待を使用するか、招待ポリシーを使用してダイヤル ユー

ザをコールに招待するには、2 を押します。

- アドホックな招待を実行するには 1 を押します。選択内容を確認する

には 1 を押します（相手が電話を取り認証される間、音は再生されませ

ん）。コールを再試行するには 2 を押します。キャンセルするには * を
押します。

- 招待ポリシーを実行するには 2 を押します。名前の綴りを指定して招

待ポリシーを選択するには 1 を押します。招待ポリシーのリストを聞く

には、2 を押したあと、そのリストから選択します。選択内容を確認す

るには 1 を押します。キャンセルするには 2 を押します。前のメニュー

に戻るには、* を押します。

– 汎用ポリシーを実行するには 3 を押します。名前の綴りを指定して招待

ポリシーを選択するには 1 を押します。招待ポリシーのリストを聞くに

は、2 を押したあと、そのリストから選択します。選択内容を確認する

には 1 を押します。キャンセルするには 2 を押します。前のメニューに

戻るには、* を押します。

– コールをそのままにしてメイン メニューに戻るには 0 を押します。

– コールに戻るには * を押します。
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C H A P T E R 7

Cisco IPICS 操作ビューの設定と管
理

この章では、Cisco IPICS 操作（ops）ビューの機能、および関連する用語、警

告、管理タスクについて説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco IPICS ops ビューの管理」（P.7-1）

• 「ops ビューの警告の概要」（P.7-11）

• 「ops ビューのタスクの実行」（P.7-17）

Cisco IPICS ops ビューの管理
Cisco IPICS は、機関、会社、部門、自治領、自治体、またはサイトなどの異な

るエンティティを互いに分離した個別のビューにまとめたり、セグメント化した

りする機能を提供します。Cisco IPICS では、これら個別のビューは操作ビュー

（ops ビュー）と呼ばれます。これらのビューは、Cisco IPICS のシステム管理者

が個別に管理します。この機能を利用すると、複数のエンティティで 1 つの 
Cisco IPICS サーバを使用し、業務のニーズに応じて複数の ops ビューにわたっ

てリソースを共有もできます。

（注） ops ビューを使用するとリソースをセグメント化できます。権限を与えられた 
Cisco IPICS ユーザは、このリソースを Cisco IPICS Administration Console か
ら確認できます。ops ビューは、IDC や Cisco Unified IP Phone のチャネルおよ

び VTG の表示方法に影響を与えません。
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Cisco IPICS ライセンスを購入した場合、指定された数の ops ビューを持つライ

センスが交付されます。[License Management] ウィンドウには、ops ビュー 
ポートの合計数、現在の利用状況、ops ビューあたりの個別のポートの利用状況

が表示されます。

ops ビューの設定ウィンドウにある、ライセンス上限の詳細情報を確認するに

は、Cisco IPICS Administration Console にある [Configuration] 領域に移動し、

[Ops Views] をクリックします。詳細については、「[Ops Views] ウィンドウの概

要」（P.7-3）を参照してください。

Cisco IPICS ライセンス情報の詳細については、「[License Management] ウィン

ドウの概要」（P.2-86）を参照してください。

[Ops Views] ウィンドウにアクセスすると、デフォルトで SYSTEM ops ビュー

が表示されます。SYSTEM ops ビューは、Cisco IPICS 管理者が属するホーム 
ベース、つまりシステム全体のビューです。新しい ops ビューを作成すると、

ポートが SYSTEM ops ビューから新しい ops ビューおよびそれ以降に作成する

追加の ops ビューに再割り当てされます。

（注） [License Management] ウィンドウに使用可能なライセンス数と同時利用状況の

情報が表示されます。ベスト プラクティスとして、ブラウザ ウィンドウを頻繁

に更新し、サーバ管理機能を実行するときには必ず更新して、 新の情報を扱え

るようにしてください。 新のデータが表示されていないウィンドウで管理上の

更新を行うと、正常に更新されず、エラーが表示されます。このような状況が発

生した場合は、ブラウザ ウィンドウを更新し、操作を再実行してください。

Cisco IPICS のライセンス管理の詳細については、「ライセンスの管理」（P.2-85）
を参照してください。このリリースの Cisco IPICS のライセンスを取得する方法

の詳細については、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Server Installation and 
Upgrade Guide』を参照してください。

この項では、Cisco IPICS ops ビューの管理機能について説明します。この項で

取り上げるトピックは次のとおりです。

• 「[Ops Views] ウィンドウの概要」（P.7-3）

• 「新しい ops ビューの作成」（P.7-4）

• 「ops ビューのリソースの割り当て」（P.7-5）

• 「ops ビューを使用する利点」（P.7-5）

• 「ops ビュー属性の概要」（P.7-6）

• 「ops ビューのユーザ ロールの概要」（P.7-8）
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[Ops Views] ウィンドウの概要

[Ops Views] ウィンドウには、Cisco IPICS で追加された各 ops ビューについて

の情報が一覧表示されます。また、いくつかの ops ビューの管理機能も実行でき

ます。

[Ops Views] ウィンドウを表示するには、[Configuration] > [Ops Views] に移動

します。

表 7-1 を使用して、[Ops Views] ウィンドウの項目について説明します。

表 7-1 [Ops Views] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

[Name] フィールド ops ビューに割り当てられる一意の識別名。 「ops ビューのタスクの実

行」（P.7-17）を参照して

ください。
[Dial Number] フィール

ド

ops ビューで設定されている番号。またどの

ユーザが IP Phone からダイヤルして 
CIsco IPICS にアクセスするか。

[LMR Ports Limit] 
フィールド

この ops ビューに割り当てられている Land 
Mobile Radio（LMR; 陸上移動無線）ライセ

ンス ポートの 大数。

[Multicast Ports Limit] 
フィールド

この ops ビューに割り当てられているマルチ

キャスト ライセンス ポートの 大数。

[IDC Users Limit] フィー

ルド

この ops ビューに割り当てられている IDC 
ユーザ ライセンス ポートの 大数。

[Cisco Unified IP Phone
s Limit] フィールド

この ops ビューに割り当てられている 
Cisco Unified IP Phone ライセンス ポートの

大数。

[Dial Ports Limit] フィー

ルド

この ops ビューに割り当てられているダイヤ

ル ポートの 大数。

[Add] ボタン ops ビューを追加するには、このボタンをク

リックします。

「ops ビューの追加」

（P.7-17）を参照してくだ

さい。

[Delete] ボタン ops ビューを削除するには、このボタンをク

リックします。

「ops ビューの削除」

（P.7-33）を参照してくだ

さい。
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新しい ops ビューの作成

サーバ上に新しい ops ビューを作成できるのは、システム管理者だけです。作成

できる ops ビューの数は、Cisco IPICS のライセンスが提供する ops ビュー ポー

トの数によって異なります。システム内の ops ビュー ポートの数は、

Cisco IPICS Administration Console の [Administration] > [License 
Management] ウィンドウで確認できます。ops ビュー ポートの詳細については、

「[License Management] ウィンドウの概要」（P.2-86）を参照してください。

新しい ops ビューを作成したら、その ops ビューにチャネルなどのリソースを関

連付けることができます。オペレータは、その ops ビューに属する、特定の ops 
ビュー内で表示可能な ops ビュー リソースを管理できるオペレータ ユーザを作

成します。詳細については、表 7-3（P.7-9）を参照してください。

リソースが、あるユーザの ops ビューに属する別のリソースを含むか、そのよう

なリソースに関連付けられている場合、そのユーザは関連付けられたリソースを

削除できますが、それ以外の変更を加えることはできません。

たとえば、A Team という ops ビューに属する VTG に、B Team と呼ばれる ops 
ビューに属するチャネルが含まれるとします。ディスパッチャ（A Team の ops 
ビューに属する）は、VTG 内のすべてのリソースを変更（A Team の ops ビュー

にアクセス可能なユーザの追加、または削除を含む）できます。ディスパッチャ

は VTG のアクティブ化または非アクティブ化を行うこともできます。

ディスパッチャ（B Team の ops ビューに属する）は、VTG の表示および VTG 
からのチャネルの削除ができますが、リソースの変更はできません。

（注） オペレータおよびディスパッチャは ops ビューを作成できませんが、これらの

ユーザに必要なアクセス権がある場合は、リソースの割り当て、および異なる 
ops ビューにアクセス可能なリソースの定義を行うことができます。各 ops 
ビューに少なくとも 1 人のディスパッチャと 1 人のオペレータを確保し、これら

の役割で表示可能なリソースの管理を行うようにすることをお勧めします。

[Resources] ボタン ops ビューに属するリソース、または ops 
ビューにアクセスできるリソースを表示する

には、このボタンをクリックします。

「ops ビューに属する、ま

たはアクセスできるリ

ソースの表示」（P.7-23）
を参照してください。

表 7-1 [Ops Views] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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関連する Cisco IPICS リソースの ops ビューへの割り当てについての詳細は、

「ops ビューのタスクの実行」（P.7-17）を参照してください。

ops ビューのリソースの割り当て

表 7-2 を使用して、さまざまな ops ビューへの関連付けや割り当てが可能な 
Cisco IPICS リソースについて説明します。ops ビューをリソースに割り当てる

際の追加情報の参照先も示します。

ops ビューを使用する利点

ops ビューを使用するとリソースのセグメント化ができるため、Cisco IPICS リ
ソースをより柔軟に使用でき、管理性が拡張されます。ops ビュー機能では、次

のような体系的な利点を提供します。

• ユーザ、チャネル、ディスパッチャ用の VTG などの Cisco IPICS リソース

の拡張管理機能は、カスタマイズされた ops ビューの作成を許可することに

よって実現でき、相互運用を可能にします。

• セキュリティの強化は、特定の Cisco IPICS リソースへのオペレータおよび

ディスパッチャによるアクセスを制限し、特定の Cisco IPICS リソースを他

のユーザに表示されないようにすることによって実現します。

• 拡張機能は、サーバ上での Cisco IPICS の複数の仮想インスタンスの作成を

許可することによって実現します。

表 7-2 Cisco IPICS Ops ビューのリソース

リソース 参照先

ユーザ 「ユーザの ops ビューの管理」（P.3-37）
ユーザ グループ 「ユーザ グループの ops ビューの管理」（P.3-49）
チャネル 「PTT チャネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）
チャネル グルー

プ

「チャネル グループへの ops ビューの関連付け」（P.2-39）

VTG 「VTG の管理」（P.5-2）および「VTG およびサブ VTG の警

告の概要」（P.7-12）
ポリシー 第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」およ

び第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」
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• ディスパッチャおよびオペレータの責任の簡略化は、管理する必要のあるリ

ソースだけにアクセス権を制限することによって実現します。

• 責任レベルの拡張は、SYSTEM ops ビューに対して特定のオペレータおよ

びディスパッチャに権限を与え、これらのユーザがシステム全体のリソース

を管理できるようにすることによって実現します。

ユーザ ロールとは、どのユーザがさまざまな ops ビュー関連の作業を行うかを

決定するものです。ops ビューのユーザ ロールについては、「ops ビューのユー

ザ ロールの概要」（P.7-8）で説明します。

ops ビュー属性の概要

この項では、Cisco IPICS がサポートする次の ops ビューの属性について説明し

ます。

Belongs To
• この属性は、リソースが属する ops ビューを特定します。つまり、この属性

で指定した ops ビューは、このリソースを所有する ops ビューです。

• リソースは、1 つの ops ビューだけに属します。

• ユーザの場合、Belongs To 属性によって Cisco IPICS システムにログイン

したときに表示されるリソースが特定されます。ユーザは、ユーザが属して

いる ops ビューにアクセス可能なリソースだけを表示できます。

• VTG は、VTG を作成したディスパッチャと同じ ops ビューに属します。特

定の ops ビューに属するディスパッチャは常に、同じ ops ビューに属する 
VTG を表示できます。

• ポリシーは、ポリシーを作成したディスパッチャと同じ ops ビューに属しま

す。特定の ops ビューに属するディスパッチャは常に、同じ ops ビューに属

するポリシーを表示できます。
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（注） 特定の ops ビューに属するオペレータまたはディスパッチャだけが、そ

の ops ビューに関連付けられているポリシーを作成、編集、または削除

する必要があります。SYSTEM ops ビューに属するオペレータまたは

ディスパッチャが、SYSTEM 以外の ops ビューに属するポリシーを変更

した場合、その ops ビューに関連付けられているオペレータまたはディ

スパッチャがアクセスできないポリシー リソースに関連付けることがで

きます。この状況が原因で、ユーザがポリシーを表示したときに不整合

が発生する可能性があります。詳細については、第 6 章「Cisco IPICS 
ポリシー エンジンの使い方」および第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの設定と管理」を参照してください。

• ユーザが IDC または Cisco Unified IP Phone にログインすると、そのユー

ザは IDC または Cisco Unified IP Phone ライセンスを使用します。

Cisco IPICS は、ユーザが現在属している ops ビューのライセンス上限に照

らし合わせて、このライセンス利用状況を計算します。

• ディスパッチャが VTG をアクティブ化したとき、または有効化されたポリ

シーで VTG をアクティブ化したとき、その VTG では同時マルチキャスト 
ポート ライセンスを使用します。Cisco IPICS は、ディスパッチャが属して

いる ops ビューのライセンス上限に照らし合わせて、このライセンス利用状

況を計算します。有効化されたポリシーで VTG をアクティブ化したとき、

ポリシーが属する ops ビューは、その VTG をアクティブ化したことによっ

てライセンス利用がカウントされます。

• Cisco IPICS は、チャネルが属している ops ビューのライセンス上限に照ら

し合わせて、同時 LMR ポートのライセンス利用状況を計算します。この利

用状況は、接続のたびに計算されます。ライセンス利用状況の詳細について

は、「ops ビュー ライセンスの利用状況と制限の管理」（P.7-26）を参照して

ください。

Accessible To
• この属性では、ops ビューにアクセスできる、または表示できるリソースを

指定します。リソースはこのフィールドに表示されます。

• ユーザは、自分が属する ops ビューへのアクセスが可能なリソースだけにア

クセスできます。

• リソースがアクセスできる ops ビューの数に制限はありません。

• SYSTEM ops ビューは、アクセス可能な ops ビューのリストに明示的に記

載されていなくても、常にすべてのリソースにアクセスできます。
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（注） • リソースを特定の ops ビューに属するように設定する場合、Cisco IPICS は自

動的にそのリソースを、その ops ビューにアクセス可能として追加します。

• リソースの [belongs to] フィールドを別の ops ビューに設定し直した場合、

Cisco IPICS は新しく設定された ops ビューをそのリソースの 
[accessible to] リストに追加します。ただし、Cisco IPICS は以前設定した 
ops ビューをアクセス可能な ops ビューのリストから削除しません。リソー

スは、以前の ops ビュー、および新しく設定した ops ビューにアクセスでき

ます。

ops ビューのユーザ ロールの概要

一部の Cisco IPICS のユーザ ロールでは、追加の責任を担うように拡張されて

います。表 7-3 で、さまざまな Cisco IPICS ops ビューのユーザ ロールおよび関

連付けられた責任について説明します。

（注） ops ビューに属するオペレータおよびディスパッチャは、同じ ops ビューに属す

る VTG も表示できます。また、その ops ビューにアクセスできるすべてのリ

ソースも表示できます。これらのユーザは、その ops ビューに属していない、ま

たはアクセスできないリソースの表示はできません。

SYSTEM ops ビューに属するオペレータまたはディスパッチャは、すべての ops 
ビュー内のすべてのリソースを表示できます。
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表 7-3 Cisco IPICS ops ビューのユーザ ロール

Cisco IPICS の
ユーザ ロール 責任

システム管理者 • システム管理者は、ops ビューの追加と削除、および 
ops ビューの属性の変更を行うこともできます。

• このシステム管理者は、ops ビューをチャネルおよび

チャネル グループに関連付けることができます。

• SYSTEM ops ビューの一部として、システムはシス

テム管理者（および SYSTEM ops ビューに属するす

べてのユーザ）にフル アクセスを与えます。つまり、

これらのユーザは、システム上で設定されているすべ

ての ops ビューのすべてのリソースを表示できます。

• SYSTEM ops ビューに属するユーザだけを、システ

ム管理者またはすべての役割に割り当てることができ

ます。

オペレータ • SYSTEM ops ビューに属するオペレータは、ops 
ビュー（SYSTEM ops ビューを除くすべての ops 
ビュー）ごとに少なくとも 1 人のオペレータを作成

し、それぞれのオペレータを特定の ops ビューに属す

るように定義する必要があります。これらの定義で

は、特定の ops ビュー（複数可）に属するオペレータ

に、個別の ops ビュー（複数可）のリソース管理を許

可します。

• オペレータは、ユーザおよびユーザ グループの追加、

編集、削除、および ops ビューのユーザおよびユーザ 
グループへの割り当てを行うことができます。

• オペレータが SYSTEM ops ビューに属する場合は、

各ユーザまたはユーザ グループを任意の ops ビューに

割り当てることができます。

• オペレータは 1 つの ops ビューだけに属することがで

きます。オペレータが SYSTEM ops ビューに属して

いない場合、このユーザが属している ops ビューに属

するリソース、またはこのオペレータからアクセスで

きる他の ops ビューの表示および管理だけに制限され

ます。
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ディスパッチャ • ディスパッチャは 1 つの ops ビューだけに属すること

ができます。ディスパッチャが SYSTEM ops ビュー

に属していない場合、ディスパッチャが属している 
ops ビューからアクセスできるリソースの表示および

管理だけに制限されます。

• ディスパッチャは VTG を管理しますが、それ以外に 
ops ビューに影響を与える変更を行うことはできません。

• ディスパッチャが別々の ops ビューに属していても、

VTG にそれぞれの ops ビューからアクセスできるリ

ソースが含まれている場合、ディスパッチャは VTG 
の管理をもう一方のディスパッチャと分担できます。

• ディスパッチャは、ディスパッチャと同じ ops ビュー

に属するポリシー、またはディスパッチャがアクセス

できる ops ビューからアクセスできる VTG に関連付

けられているポリシーを管理します。

ops ビュー管理者 ops ビュー管理者は、次の Cisco IPICS ウィンドウへのア

クセスを許可されています。

• Activity Logs：[Administration] > [Activity Log 
Management] （アクティビティ ログのダウンロード

を含む）に移動してアクセスします。

• Activity Log Options：[Administration] > [Activity 
Log Options] に移動してアクセスします。

• Policies：[Policy Engine] > [Policy Management] 
（[Associations] ウィンドウを含む）に移動してアクセ

スします。

表 7-3 Cisco IPICS ops ビューのユーザ ロール （続き）

Cisco IPICS の
ユーザ ロール 責任
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ops ビューの警告の概要
この項では、このリリースの Cisco IPICS に適用される ops ビューの警告につい

て説明します。VTG およびサブ VTG に適用される警告詳細については、「VTG 
およびサブ VTG の警告の概要」（P.7-12）を参照してください。

次の警告は、Cisco IPICS ops ビューの使用に関するものです。

• 特定の ops ビューに属していないユーザは、デフォルトの SYSTEM ops 
ビューが表示されます。

• Cisco IPICS オペレータの場合、自分の ops ビューに属する、または自分の 
ops ビューからアクセスできるユーザだけを表示および変更できます。

Cisco IPICS ディスパッチャの場合、自分の ops ビューに属する、または自

分の ops ビューからアクセスできるリソースを含む VTG だけを表示および

変更できます。ディスパッチャは、自分の ops ビューに属する、または自分

の ops ビューからアクセスできるユーザおよびチャネルだけを表示できます。

• VTG およびポリシーは必ず、VTG またはポリシーを作成したユーザの ops 
ビューに属します。

• VTG リソースのいずれかがディスパッチャと同じ ops ビューに属している

か、VTG がディスパッチャと同じ ops ビューに属していれば、ディスパッ

チャは、VTG 内のすべてのリソースを表示できます。それ以外のリソース

が同じ ops ビューに属していない場合、これらのリソースは [Users] または 
[Channels] ペインに表示されません。

• 特定の ops ビューに属する、または特定の ops ビューからアクセスできるリ

ソースだけが表示されます。

• チャネルおよびユーザ グループのメンバは、グループからアクセシビリ

ティを継承しません。そのため、特定の ops ビューから個別にアクセスでき

るかどうかにかかわらず、これらすべてのリソースが表示されます。

• [Channels]、[Users]、および [VTGs] ペインの検索機能を使用してリソース

を検索した場合、特定の ops ビューからアクセスできるリソースだけが表示

されます。

• [Ops Views] ウィンドウに表示されるポリシー情報は、特定の ops ビューに

属する、または特定の ops ビューからアクセスできるポリシーが反映されて

います。つまり、この領域に表示されるポリシーは、この ops ビューに属す

るユーザによって作成されたポリシーです。

– Cisco IPICS では、SYSTEM ops ビューに属するユーザに、サーバ上で

設定されているすべてのポリシーの表示を許可します。
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– ポリシーに VTG が含まれており、VTG に ops ビューに属するリソー

ス、または ops ビューからアクセスできるリソースが含まれる場合、ポ

リシーを表示できます。

– VTG に ops ビューに属するリソース、または ops ビューからアクセス

できるリソースが含まれない場合、VTG を制御するポリシーを表示で

きません。

（注） 特定の ops ビューに属するオペレータまたはディスパッチャだけが、その ops 
ビューに関連付けられているポリシーを作成、編集、または削除する必要があり

ます。SYSTEM ops ビューに属するオペレータまたはディスパッチャが、

SYSTEM 以外の ops ビューに属するポリシーを変更した場合、その ops ビュー

に関連付けられているオペレータまたはディスパッチャがアクセスできないポリ

シー リソースに関連付けることができます。この状況が原因で、ユーザがポリ

シーを表示したときに不整合が発生する可能性があります。詳細については、

第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」および第 8 章「Cisco IPICS 
ポリシー エンジンの設定と管理」を参照してください。

VTG およびサブ VTG の警告の概要

Cisco IPICS での ops ビューの VTG へのアクセスの実装により、複数の ops 
ビュー間でリソースを共有できます。ops ビュー機能により、異なる ops ビュー

に属する VTG 内の共有リソースにアクセスできる任意のディスパッチャに、そ

の VTG へのフル アクセスを許可します。

たとえば、ops ビュー 1 からのリソース（ユーザ、チャネル、または VTG）が 
VTG 内にあり、その VTG が ops ビュー 2 に属するディスパッチャ 2 によって

アクティブ化されていた場合、その VTG は ops ビュー 2 にアクセスできます。

ただし、ops ビュー 1 に属するディスパッチャ 1 もその VTG にアクセスできま

す。それは、VTG リソースの少なくとも 1 つが ops ビュー 1 にアクセスできる

ためです。

次の警告は、ops ビューを使用した際の VTG およびサブ VTG に関するものです。

• 通常、VTG は上位のリソースからアクセシビリティを継承します。つまり、

ディスパッチャが VTG を作成したときと同じ ops ビューに属する VTG の
ことです。

次の例でこのルールについて説明します。
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a. SYSTEM ops ビューに属するディスパッチャが VTG を作成する場合、

その VTG またはポリシーは SYSTEM ops ビューに属します。この情報

は、SYSTEM ops ビューに対してだけ ops ビューの詳細ペインに表示

されます（他の ops ビューには表示されません）。

b. VTG 1 に含まれているのが 1 つのチャネルだけ（channel 1）で、その

チャネルが ops ビュー 1 および ops ビュー 2 にアクセスできる場合、

VTG 1 も ops ビュー 1 および ops ビュー 2 にアクセスできます。

表 7-4 に、VTG ops ビューのアクセシビリティの例を示します。

• この一般的なルールは、他の VTG（サブ VTG としても知られる）を含む 
VTG にも、状態に応じて適用されます（この依存関係についての詳細は、

次の箇条書きを参照）。

たとえば、VTG 1 に VTG 2 だけが含まれ、VTG 2 から ops ビュー 1 にアク

セスできる場合は、VTG 1 から ops ビュー 1 にもアクセスできます（VTG 
1 に VTG 2 が含まれるので、VTG 2 から ops ビュー 1 にアクセスできるた

めです）。

表 7-5 に、サブ VTG ops ビューのアクセシビリティの例を示します。

表 7-4 VTG ops ビューのアクセシビリティ

リソース 内容 アクセシビリティ

VTG 1 1 つのチャネルを含みます

（channel 1）
Channel 1 ops ビュー 1 および ops 

ビュー 2 にアクセスできま

す

VTG 1 ops ビュー 1 および ops 
ビュー 2 にアクセスできま

す
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• サブ VTG では、アクセシビリティの特定のために、サブ VTG のアクティ

ブ /非アクティブ状態の依存関係があります。つまり、アクティブな VTG 
はアクティブなサブ VTG からアクセシビリティを継承し、非アクティブな 
VTG は非アクティブなサブ VTG からアクセシビリティを継承します。

前の例を使用すると、VTG 1 がアクティブで VTG 2 が非アクティブの場

合、VTG 1 は ops ビュー 1 にアクセスできないことを意味します。

表 7-6 に、サブ VTG ops ビューのアクセシビリティのアクティブ /非アク

ティブ状態の依存関係の例を示します。

• サブ VTG にアクセスできる ops ビューは、サブ VTG を含む VTG 内のリ

ソースにもアクセスできます。

• ただし、サブ VTG を含む VTG にアクセスできる ops ビューは、ops ビュー

にアクセスできるサブ VTG 内のリソースがなければ、そのサブ VTG にア

クセスできません。

表 7-5 サブ VTG ops ビューのアクセシビリティ

リソース（状態） 内容 アクセシビリティ

VTG 1（アクティ

ブ）

サブ VTG を含みます

（VTG 2）
VTG 2（アクティ

ブ）

ops ビュー 1 にアクセスで

きます

VTG 1 ops ビュー 1 にアクセスで

きます

表 7-6 アクティブ /非アクティブなサブ VTG ops ビューのアクセシビリティ

リソース（状態） 内容 アクセシビリティ

VTG 1（アクティ

ブ）

サブ VTG を含みます

（VTG 2）
VTG 2（非アク

ティブ）

ops ビュー 1 にアクセスで

きます

VTG 1 ops ビュー 1 にアクセスで

きません
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表 7-7 に、サブ VTG 内のリソースが ops ビューのアクセシビリティに与え

る影響の例を示します。

– ops ビュー 1 ディスパッチャは、VTG 1 の詳細を表示でき、VTG 1 のリ

ソースを追加または削除できます。サブ VTG は VTG でリソースとし

て表示されるため、ops ビュー 1 ディスパッチャが VTG 2 の詳細を表示

できなくとも、ops ビュー 1 ディスパッチャはサブ VTG（VTG 2）を

削除できます。（ops ビュー 1 ディスパッチャは VTG 2 が VTG 1 に含

まれることを確認でき、このディスパッチャは VTG 2 の内容を表示で

きなくとも変更を行うことができます）

表 7-7 ops ビューのアクセシビリティにとってのサブ VTG リソース

VTG 1 VTG 2
VTG 1 には次のリソースが含まれます。

• User 1（ops ビュー 1 にアクセス

できます）

• VTG 2（サブ VTG）

VTG 2 には次のリソースが含まれま

す。

• User 2（ops ビュー 2 にアクセス

できます）

VTG 1 は、次の ops ビューにアクセス

できるようになります。

• ops ビュー 1：VTG 1 は User 1 か
らアクセシビリティを継承します。

• ops ビュー 2：VTG 1 は VTG 2
（User 2 を含む）からアクセシビ

リティを継承します。

VTG 2 は、次の ops ビューにアクセス

できるようになります。

• ops ビュー 2：VTG 2 は User 2 か
らアクセシビリティを継承しま

す。

ops ビュー 1 ディスパッチャ ops ビュー 2 ディスパッチャ

ops ビュー 1 ディスパッチャは、次の

リソースの詳細を表示できます。

• VTG 1：User 1（ops ビュー 1 に
アクセスできる）は VTG 1 にあ

ります。

（ops ビュー 1 ディスパッチャは 
VTG 2 の内容にアクセスできませ

ん。ops ビュー 1 は ops ビュー 2 
にアクセスできないためです）

ops ビュー 2 ディスパッチャは、次の

リソースの詳細を表示できます。

• VTG 2：User 2（ops ビュー 2 に
アクセスできる）は VTG 2 にあ

ります。

• VTG 1：VTG 2 は VTG 1 のサブ 
VTG です。
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• サブ VTG 内の参加者を他のリソース（サブ VTG を表示させない）から隠

す手段として、サブ VTG を使用できます。

• VTG をポリシーに関連付ける場合、ops ビューにアクセスできる VTG だけ

が表示されます。

• [Virtual Talk Groups] ウィンドウに、特定の ops ビューに属する VTG、また

は特定の ops ビューにアクセスできるリソースを含む VTG が表示されます。

このウィンドウには、強調表示された VTG の内容がすべて表示されます

が、[Channels]、[Users]、および [VTGs] ウィンドウには、この特定の ops 
ビューからアクセスできるリソースだけが表示されます。

ops ビューが VTG に与える影響の概要

この項では、ops ビューが VTG に与える影響について説明します。その他の警

告については、「VTG およびサブ VTG の警告の概要」（P.7-12）を参照してくだ

さい。

VTG では、ops ビューを関連付けるためにディスパッチャは必要ありません。

Cisco IPICS では、VTG の内容と VTG の作成者に基づいて、各 VTG にアクセ

スできる ops ビューを自動的に特定します。

VTG は、VTG を作成したユーザと同じ ops ビューに属します。そのため、

VTG の [belongs to] フィールドを定義する必要はありません。

SYSTEM ops ビューに属するオペレータが VTG を作成する場合、その VTG は 
SYSTEM ops ビューに属します。SYSTEM ops ビューに対してだけ、この VTG 
が ops ビューの詳細ペインに表示されます（この VTG 情報は他の ops ビューに

は表示されません）。

（注） VTG は、VTG を作成したユーザの ops ビューに常に属します。

VTG の警告

この ops ビュー機能を使用する際は、次の警告に注意してください。

• [Virtual Talk Groups] ウィンドウに、特定の ops ビューに属する VTG、また

は特定の ops ビューにアクセスできるリソースを含む VTG が表示されます。

• 強調表示された VTG の内容がすべてこのウィンドウに表示されます。
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• チャネルまたはユーザ グループのメンバに関する例外については、特定の 
ops ビューにアクセスできるかどうかについて個別に表示されます。

ヒント VTG が予期せずアクティブまたは非アクティブになった場合は、その VTG に
関連付けられているポリシーがないか確認します。別の ops ビューのオペレータ

は、オペレータがアクセスできる任意の VTG に関連付けるポリシーを作成でき

ます。詳細については、「ops ビュー ライセンスの利用状況と制限の管理」

（P.7-26）を参照してください。

ops ビューのタスクの実行
サーバで使用する ops ビューの作成と設定を行うために、いくつかの作業を実行

する必要があります。必要に応じて、ops ビューを編集または削除もできます。

この項では、これらの ops ビュー関連の作業、および ops ビューが VTG やポリ

シーなどの Cisco IPICS リソースに与える影響について説明します。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「ops ビューの追加」（P.7-17）

• 「ops ビューに属する、またはアクセスできるリソースの表示」（P.7-23）

• 「ops ビュー ライセンス詳細の表示」（P.7-25）

• 「ops ビューの削除」（P.7-33）

ops ビューの追加

システム管理者が作成し、これらの ops ビューに割り当てることを許可した、

ユーザ、ユーザ グループ、チャネル、チャネル グループ、VTG、ポリシーなど

の Cisco IPICS リソースが表示されます。

ops ビューを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Configuration] 領域で、[Ops Views] を
クリックします。
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（注） 初に [Ops Views] ウィンドウを開いたときに、デフォルトの ops 
ビューとして SYSTEM ops ビューが表示されます。

ステップ 2 新しい ops ビューを追加するには、[Add] をクリックします。

ステップ 3 [Name] フィールドに、ops ビューの名前を入力します。この入力は必須です。

ヒント ops ビュー用に入力した名前はその使用目的を表すものにする必要があ

ります。

ステップ 4 [Description] フィールドに、追加する ops ビューの説明を入力します。

[Description] フィールドは、省略可能なフィールドです。

ステップ 5 [General] タブの [License Allocation] ペインで、表 7-8 に説明するように、適切

なライセンス情報をフィールドに入力します。
7-18
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 7 章     Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理

    ops ビューのタスクの実行
ops ビューのライセンス管理の詳細については、「ops ビュー ライセンス詳細の

表示」（P.7-25）を参照してください。

ステップ 6 [Dial Information and Dial Port Resource Allocation] ペインで、表 7-9 に説明す

るように、適切なダイヤル情報をフィールドに入力します。

表 7-8 [Ops View] ウィンドウの [License Allocation] フィールド 

機能 制限 現在の利用状況

LMR Ports この ops ビューに割り当てる LMR ライ

センス ポートの数。

LMR ポートの数を [Limit] フィールド

に入力します。

表示専用：これらのフィールドは現

在使用中の機能のライセンス ポート

数を示します。

Multicast Ports この ops ビューに割り当てるマルチ

キャスト ライセンス ポートの数。

マルチキャスト ポートの数を [Limit] 
フィールドに入力します。

IDC Users この ops ビューに割り当てる IDC ユー

ザ ポートの数。

IDC ユーザ ポートの数を [Limit] 
フィールドに入力します。

Cisco Unified IP 
Phone

この ops ビューに割り当てる 
Cisco Unified IP Phone ポートの数。

Cisco Unified IP Phone ポートの数を 
[Limit] フィールドに入力します。

Dial Ports この ops ビューに割り当てるダイヤル 
ポートの数。

これらのポートはダイヤルイン /招待、

および通知機能で使用されます。

ダイヤル ポートの数を [Limit] フィール

ドに入力します。
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ダイヤル ポートの割り当て方法の詳細については、「ダイヤルイン / 招待、およ

び通知用のダイヤル ポートの割り当て」（P.7-29）を参照してください。ダイヤ

ルイン / 招待、および通知機能の詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリ

シー エンジンの設定と管理」および 第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの

使い方」を参照してください。

（注） ポリシー エンジンを含む Cisco IPICS 配置の ops ビューのダイヤル番号

（DN）を追加するとき、新しい DN が、SIP トランク

（Cisco Unified Communications Manager 内）の既存のルート パターン

の範囲外にある場合、またはダイヤル ピア（Cisco IOS SIP ゲートウェ

イ内）に割り当てられた既存の宛先パターンの範囲外にある場合、SIP 
プロバイダ設定を更新して新しい DN を含める必要があります。詳細に

ついては、「SIP プロバイダーの設定」（P.8-43）を参照してください。

表 7-9 [Ops View] ウィンドウの [Dial Information] フィールドと [Dial Port 
Resource Allocation] フィールド

フィールド 説明

Dial Number この ops ビューに属するユーザで、Cisco IPICS に
ダイヤルするユーザの数を指定します。

（注） ポリシー エンジンがインストールされてお

り、ダイヤルイン アクセスを許可するよう 
DN を割り当てたい場合は、ops ビューに 
DN を割り当てる必要があります。

Email address of the 
sender

Cisco IPICS が ops ビューのユーザに通知を送信す

るために使用する電子メール アドレスを指定しま

す。ops ビューに属するユーザが電子メール通知を

受信する場合、この電子メール アドレスは、

Cisco IPICS が電子メール メッセージを送信するア

ドレスになります。
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Default language 通知を送信する際の言語、Cisco IPICS でコールし

たユーザに対して再生する音声プロンプトを特定す

るための、ダイヤル エンジンで使用される言語を指

定します。

（注） Cisco IPICS をコールしたときに、発信者に

対してチャネル /VTG/ポリシーの名前を表

示するオプションは、Latin-1 言語だけでサ

ポートされています。

Dial ports reserved for 
dial-in/invite feature

ops ビューのダイヤルイン /招待機能で排他的使用

を割り当てるダイヤル ポート数を指定します。ここ

で割り当てられたダイヤル ポートは、ダイヤルイン

/招待機能でだけ使用されます。通知機能では使用

されません。

このウィンドウで設定するポートのダイヤルプール

番号は、通常、VTG またはチャネル上で長時間会

話するダイヤルイン ユーザ用に割り当てます。

通知用に Cisco IPICS が使用するダイヤル ポート

は、通知アクションを含むポリシーの ops ビューか

ら割り当てられます（ポリシーを作成したユーザの 
ops ビュー）。

（注） このウィンドウで割り当てるポートの数は、

SYSTEM ops ビューから割り当てることの

できるダイヤル ユーザの数を超えることは

できません。

表 7-9 [Ops View] ウィンドウの [Dial Information] フィールドと [Dial Port 
Resource Allocation] フィールド （続き）

フィールド 説明
7-21
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 7 章     Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理

    ops ビューのタスクの実行
Dial ports reserved for 
notifications

ops ビューの通知機能で排他的使用を割り当てるダ

イヤル ポート数を指定します。このウィンドウで割

り当てたダイヤル ポートは、ダイヤルイン /招待機

能では使用されません。

このウィンドウで設定したポートのダイヤルプール

番号はブラスト通知用に割り当てられます。ブラス

ト通知とは、通常、持続時間が短く、短いメッセー

ジを再生して終了するセッションのことです。

通知機能用に Cisco IPICS が使用するダイヤル ポー

トは、通知アクションを含むポリシーの ops ビュー

から割り当てられます（ポリシーを作成したユーザ

の ops ビュー）。

（注） このウィンドウで割り当てるポートの数は、

SYSTEM ops ビューから割り当てることの

できるダイヤル ポートの数を超えることは

できません。

Dial ports reserved for 
dial-in/invite or 
notifications

Display only：この数は、ダイヤルイン /招待およ

び通知機能の両方で使用できるダイヤル ポートの合

計数を表します。ダイヤルイン /招待および通知用

にライセンス付与されたダイヤル ポートすべてを割

り当てない場合、Cisco IPICS ではライセンス付与

されたダイヤル ポートの残りをこのフィールドに割

り当てます。

このフィールドには、ダイヤルイン /招待および通

知機能用に設定されたポートを引いた後の残りのダ

イヤル ポートの数が表示されます。

ダイヤル ポートの設定方法の詳細については、「ダ

イヤルイン /招待、および通知用のダイヤル ポート

の割り当て」（P.7-29）を参照してください。

表 7-9 [Ops View] ウィンドウの [Dial Information] フィールドと [Dial Port 
Resource Allocation] フィールド （続き）

フィールド 説明
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（注） ダイヤル プールでポートの数を割り当てる場合、この数はゲートウェイ

で使用可能な発信 /着信ポートの数と一致する必要があります。使用可

能な物理ポートは、発信コールと着信コールの合計数と一致する必要が

あります。ダイヤル ポートの割り当ての詳細については、「ダイヤルイ

ン /招待、および通知用のダイヤル ポートの割り当て」（P.7-29）を参照

してください。

Cisco ダイヤル エンジンの詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エン

ジンの設定と管理」を参照してください。

ステップ 7 変更内容を保存するには、[Save] をクリックします。

[Resources] ボタンは、ウィンドウ下部に表示されます。この ops ビューからア

クセスできるリソースを表示できるようになります。「ops ビューに属する、ま

たはアクセスできるリソースの表示」（P.7-23）を参照してください。

リソースを ops ビューに割り当てる方法の詳細については、「ops ビューのリ

ソースの割り当て」（P.7-5）を参照してください。

ops ビューに属する、またはアクセスできるリソースの表示

Cisco IPICS で ops ビューを作成した場合、リソースを ops ビューに割り当てる

ことができます。リソースを ops ビューに割り当てる方法の詳細については、

「ops ビューのリソースの割り当て」（P.7-5）を参照してください。

ops ビューに属するか、またはアクセスできるリソースを表示するには、次の手

順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Configuration] 領域で、[Ops Views] を
クリックします。

ステップ 2 ops ビューのリソースを表示するには、次の操作のいずれかを行います。

• [Name] カラムで、リソースを表示させる ops ビューのリンクをクリックし

ます。次に、ウィンドウ下部にある [Resources] ボタンをクリックします。
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• リソースを表示させる ops ビューの左にあるチェックボックスをオンにしま

す。次に、ウィンドウ下部にある [Resources] ボタンをクリックします。

[Resources] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 次のいずれかの操作を行います。

• この ops ビューに属するリソースを表示するには、[View] ドロップダウン 
リストから [Resources That Belong To This Ops View] を選択します。

– ステップ 4 に進みます。

• この ops ビューにアクセスでき、このビューに割り当てることのできるリ

ソースを表示するには、[View] ドロップダウン リストから 
[Resources That Are Accessible To This Ops View] を選択します。

– ステップ 4 に進みます。

選択したリソース ウィンドウが表示され、リソースごとに情報タブが表示され

ます。

ステップ 4 この ops ビューに属するか、アクセスできる特定のリソースを表示するには、次

の操作のいずれかを実行します。

• この ops ビューに属するか、アクセスできるチャネルを表示するには、

[Channels] タブをクリックします。

ヒント ウィンドウ右上にある、[Rows per page] ドロップダウン リストから、

結果ページの 1 ページあたりに表示するチャネルの行数を指定できます。

[Go] をクリックします。結果ページ間を移動するには、ウィンドウ下部

にある矢印をクリックします。

チャネルが表示され、チャネル名と、チャネルごとのステータスが表示され

ます。

• この ops ビューに属する、またはアクセスできるチャネル グループを表示

するには、[Channel Groups] タブをクリックします。

チャネル グループが表示され、チャネル グループ名、ops ビュー、チャネ
ル グループごとのチャネル数が表示されます。

• この ops ビューに属するか、アクセスできるユーザを表示するには、

[Users] タブをクリックします。
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ヒント ウィンドウ右上にある、[Rows per page] ドロップダウン リストから、

結果ページの 1 ページあたりに表示するユーザの行数を指定できます。

[Go] をクリックします。結果ページ間を移動するには、ウィンドウ下部

にある矢印をクリックします。

ユーザが表示され、ユーザ名、姓、名、ユーザごとのステータスが表示され
ます。

• この ops ビューに属する、またはアクセスできるユーザ グループを表示す

るには、[User Groups] タブをクリックします。

ユーザ グループが表示され、ユーザ グループ名、ユーザ グループごとの 
ops ビューが表示されます。

• この ops ビューに属するか、アクセスできる VTG を表示するには、[VTGs] 
タブをクリックします。

ヒント ウィンドウ右上にある、[Rows per page] ドロップダウン リストから、

結果ページの 1 ページあたりに表示する VTG の行数を指定できます。

[Go] をクリックします。結果ページ間を移動するには、ウィンドウ下部

にある矢印をクリックします。

VTG のリストが表示され、VTG 名と各 VTG のステータスが表示されます。

• この ops ビューに属するか、アクセスできるポリシーを表示するには、

[Policies] タブをクリックします。

ポリシーが表示され、各ポリシーのポリシー名が表示されます。

ops ビュー ライセンス詳細の表示

この項では、各 ops ビュー詳細の表示方法とライセンスの設定方法について説明

します。この項では、次のトピックを扱います。

• 「ops ビュー ライセンスの利用状況と制限の管理」（P.7-26）

• 「ops ビュー利用状況のライセンスの設定」（P.7-28）
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ops ビューごとに詳細情報を表示するには、Cisco IPICS Administration Console 
の [Configuration] 領域で [Ops Views] リンクをクリックします。ops ビューの設

定ウィンドウで、ops ビューの名前をクリックして強調表示します。特定の ops 
ビューの詳細が表示されます。

ops ビュー ウィンドウには、ライセンス可能な機能のライセンス上限数に関する

情報が含まれています。ライセンス可能な機能には、LMR ポート、マルチキャ

スト ポート、IDC ユーザ、IP Phones、ダイヤル ポート、およびダイヤル情報が

含まれます。この情報は、ウィンドウの [General] タブに表示されます。

[License Allocation] ペインの数は、ライセンス設定ごとに Cisco IPICS を使用

できる、ユーザまたはポートの数を表します。たとえば数字 50 は、50 のポート

またはユーザが、システムを使用するようにライセンス付与されていることを示

します。数字 0 は、システムを使用するようにライセンス付与されているポート

またはユーザがないことを示します。

ops ビューの設定ウィンドウの詳細については、「ops ビューのタスクの実行」

（P.7-17）を参照してください。

ops ビュー ライセンスの利用状況と制限の管理

Cisco IPICS により、ライセンス可能な機能の現在の利用状況とライセンス上限

の詳細なライセンス情報が表示されます。この情報を表示するには、

[Configuration] > [Ops Views] ウィンドウに移動し、ops ビューの名前をクリッ

クします。

（注） この情報はブラウザ ウィンドウに表示されることに注意してください。ベスト 
プラクティスとして、ブラウザ ウィンドウを頻繁に更新し、サーバ管理機能を

実行するときには必ず更新して、 新の情報を扱えるようにしてください。 新

のデータが表示されていないウィンドウで管理上の更新を行うと、正常に更新さ

れず、エラーが表示されます。このような状況が発生した場合は、ブラウザ 
ウィンドウを更新し、操作を再実行してください。

Cisco IPICS では、次の基準を使用して、LMR ポート、マルチキャスト ポート、

IDC 利用状況、IP Phone、およびダイヤル ポートの利用状況のライセンス利用

状況を判断します。

• LMR Ports Usage：LMR ポートは、システムが使用できる有効なチャネル数

を特定します。チャネルが削除または無効にされると、または VTG が非ア

クティブにされると、ライセンスは解放され、使用可能な状態になります。

ops ビューが、属しているアクティブなチャネル用にカウントされます。
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• Multicast Ports Usage：アクティブ化された VTG はマルチキャスト ポート 
ライセンスを使用します。VTG が非アクティブにされると、サーバでマル

チキャスト ライセンスは解放され、使用可能な状態になります。ops ビュー

が、ops ビューに属しているディスパッチャによってアクティブにされた 
VTG 用にカウントされます。VTG は 1 つの ops ビューだけに属することが

できますが、別のディスパッチャが属する、異なる ops ビューによってアク

ティブにされます。ただし、ops ビューをアクティブにするとライセンスが

カウントされます。

（注） VTG は、有効化されたポリシーによって自動的にアクティブにされるた

め、ライセンスが使用されることに注意してください。ポリシーが属す

る ops ビューは、その VTG のアクティブ化で使用するライセンス利用

がカウントされます。ライセンス数を超過している場合、ポリシーは 
VTG をアクティブにできません。サーバ上に、ポリシーの設定に対して

十分な数の使用可能ライセンスがあることを確認してください。

• Cisco IPICS IDC Usage：IDC ユーザは、IDC にログインすると、その都度

ライセンスを使用します。このライセンスは、ユーザが属する ops ビューに

対して使用されます。

（注） すべての Cisco IPICS ライセンスが使用されている場合、IDC ユーザの

システム アクセスは停止されます。このような場合は、IDC ライセンス

の現在の状態を確認したうえで、直ちに追加のユーザ ライセンスを購入

し、インストールしてください。

• IP Phones Usage：IP Phone ユーザは VTG、または IP Phone を介してチャ

ネルにダイヤルインするたびにライセンスを使用します。このライセンス

は、ユーザが属する ops ビューに対して使用されます。

• Dial Ports Usage：Cisco IPICS では、ダイヤルイン、ダイヤルアウト、また

は通知の接続でこれらのライセンスを使用します。ops ビューに割り当てら

れているダイヤル ポートの場合、ダイヤル ポートは、ダイヤルされた電話

番号に従ってダイヤルインによって使用されます。各 ops ビューには、この

目的のためにダイヤルインの電話番号が事前に割り当てられています。ダイ

ヤルアウトの場合、ダイヤル ポートは ops ビューから使用され、目的の

ユーザに対してダイヤルされます。
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（注） ポリシー エンジンでは、ダイヤル接続で 2 つのマルチキャスト アドレス（1 つ
は受信、1 つは送信用）を使用する必要があります。2 つのマルチキャスト アド

レスは、VTG またはチャネルに参加させるためにダイヤル接続を使用する場合

にのみ、使用されます。ダイヤル接続が通知のために使用される場合、マルチ

キャスト アドレスは使用されません。

ダイヤル ポートの割り当ての詳細については、「ops ビュー利用状況のライ

センスの設定」（P.7-28）を参照してください。

ダイヤルイン /招待、および通知機能の詳細については、第 8 章
「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」および 第 6 章「Cisco IPICS 
ポリシー エンジンの使い方」を参照してください。

ops ビュー利用状況のライセンスの設定

[Ops View Configuration] ウィンドウの [License Allocation Limit] フィールドに

値を入力することによって、ops ビューごとにポート、IDC ユーザ、IP Phone 
ユーザ、ダイヤル ユーザを割り当てる必要のあるライセンス数を設定できます。

これらのライセンス上限を設定する機能によって、管理者は複数の ops ビュー間

にライセンスを分配し、分散させることができます。この分配により、どの ops 
ビューも設定されたライセンス数を超えるライセンスを使用できないようにしま

す。ライセンス可能な機能ごとに割り当てることのできる合計ライセンス数は、

システム全体で使用可能な合計ライセンス数を超えることはできません。

（注） Cisco IPICS では、他の ops ビューで使用されていない、使用可能なライセンス

数を自動的に計算し、それを SYSTEM ops ビューに割り当てます。

管理者はいつでも、ops ビューを追加または削除できます。この操作を行ったと

き、使用可能なライセンスは SYSTEM ops ビュー（可能な場合）から削除され

るか、SYSTEM ops ビューに追加されます。システム管理者は、ops ビュー ラ
イセンスの割り当てを変更して、機能または ops ビュー間で再分配することもで

きます。ライセンス上限が変更された場合、Cisco IPICS は、特定の ops ビュー

に割り当てられていない、ライセンス可能な機能から SYSTEM ops ビューに割

り当てます。

ポートは、ops ビューから要求されたポート数を、他の ops ビューと比較して、

比例するように割り当てられます。
7-28
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 7 章     Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理

    ops ビューのタスクの実行
追加のライセンスは、ライセンス可能な機能の一部またはすべてについて、購入

できます。新しいライセンスでより多くのライセンス数が含まれる場合、Cisco 
IPICS は追加のライセンスを SYSTEM ops ビューに割り当てます。

注意 Cisco IPICS では、どのような資格でもライセンス ファイルの名前または内容を

編集または変更できません。ライセンス ファイル名を変更または上書きすると、

ライセンスが無効になり、システムを操作できなくなることがあります。

ダイヤルイン /招待、および通知用のダイヤル ポートの割り当て

Cisco IPICS にダイヤルイン、他のユーザにダイヤルアウトできるように、ユー

ザに対して、またはユーザに通知するようシステムに対してダイヤル ポートを

割り当てる必要があります。これらのダイヤル ポートは [Ops View] ウィンドウ

の [Dial Information and Dial Port Resources Allocation] ウィンドウで設定され、

ops ビューごとに割り当てられます。ダイヤル ポートを割り当てる際、次の項の

考慮事項に注意してください。

• 「ダイヤル ポート プールの概要」（P.7-29）

• 「割り当てるダイヤル ポート数の決定」（P.7-31）

ダイヤル ポート プールの概要

ダイヤル ポート コンテナ（ダイヤル プールとも呼ばれる）では、特定のダイヤ

ル機能（ダイヤルイン /招待、および通知など）のみで使用される予約ダイヤル 
ポートを設定できます。

これらの予約ダイヤル ポートがあることで、特にこの目的のために設定された、

他の目的には使用できないポートが常に確保されます。次のダイヤル プールは、

ダイヤルイン /招待、および通知用のポート予約のために使用されます。

• Dial ports reserved for dial-in/invite：このダイヤル プールには、ダイヤルイ

ン /招待機能でのみ使用できるダイヤル ポートが含まれています。

• Dial ports reserved for notification：このダイヤル プールには、通知でのみ

使用できるダイヤル ポートが含まれています。
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（注） 新しい ops ビューを作成する場合、ダイヤル ポートのライセンスは 
SYSTEM ops ビューから新しい ops ビューに再割り当てされますが、

[Dial ports reserved for dial-in/invite] で設定されたダイヤル ポート数と、

SYSTEM ops ビューの通知ダイヤル ポートで予約されたダイヤル ポー

ト数の調整は行われません。新しい ops ビューの場合、予約ダイヤル 
プールで設定したダイヤル ポート数が、[Dial Ports] フィールドのポー

ト数を越えた場合、Cisco IPICS からエラー メッセージが表示されます。

この問題を解決するには、SYSTEM ops ビューの予約ポート数を減らし

て、適切な数にし、再試行してください。

次のリストに、[Dial Information and Dial Port Resource Allocation] ペインのダ

イヤル ポート フィールドに関する詳細情報を示します。

• [Dial ports reserved for dial-in/invite or notifications] フィールドは、

Cisco IPICS がダイヤルイン /招待および通知で使用するポートを含むダイ

ヤル ポートです。このフィールドは読み取り専用のフィールドで、グレー

表示されます。

このフィールドに表示されるポートは、ダイヤルイン、招待、および通知ア

クション用にダイヤル ポートを予約した後の残りのポートです。残りの数

とは、[Dial Ports] ダイヤル プールの合計ダイヤル ポート数から再割り当て

されたダイヤル ポートのことです。

たとえば、合計 20 のダイヤル ポートがあり（[Dial Ports] プール内に）、こ

れらのダイヤル ポートのうち 5 つを [Dial ports reserved for dial-in/invite] 
フィールドに設定し、2 つのダイヤル ポートを 
[Dial ports reserved for notification] フィールドに設定した場合、

[Dial ports reserved for  dial-in/invite or notification] フィールドには 13 ダ
イヤル ポートと表示されます。

この合計数は、ダイヤルイン /招待用に予約した 5 つのポートと、通知用に

予約した 2 つのポートを引いた後の残りのポート数と等しくなります。

[Dial Ports] フィールドでは、ダイヤル ポートの合計数は依然として 20 と表

示されます。

• ダイヤルインまたは招待アクションを実行した場合、Cisco IPICS では 初

に [Dial ports reserve  for dial-in/invite or notification] ダイヤル プールにダ

イヤルイン /招待で使用できる、使用可能なダイヤル ポートがないかを

チェックします。そのダイヤル プールに十分な数の使用可能なダイヤル 
ポートがない場合、Cisco IPICS では [Dial ports reserved for dial-in/invite] 
ダイヤル プールをチェックします。
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• 同様に、通知アクションを実行した場合で、[Dial ports reserved for 
dial-in/invite or notification] ダイヤル プールに、十分な数の使用可能なダイ

ヤル ポートがない場合、Cisco IPICS では [Dial ports reserved for 
notification] ダイヤル プールに取得するダイヤル ポートがないかをチェッ

クします。

• 使用可能なダイヤル プールからのポートは、現在実行中のポリシー アク

ションで使用されます。必要な数より少ないダイヤル ポートしかない場合

は、ポートが使用可能になるまで、その他のポリシー アクションは待機状

態になります。

割り当てるダイヤル ポート数の決定

特定の機能用に割り当てるダイヤル ポートの数を決定する必要がある場合、通

知などの一部の機能では通常、短時間ベースで必要とされることを考慮してくだ

さい。VTG へのダイヤリングなどの他のアクションでは、通常、ダイヤル ポー

トをより長時間必要とします。

たとえば、通知が送信される場合、ダイヤル ポートは短時間だけ使用されます。

一度通知が送信されると、ダイヤル ポートは必要なくなり、再び使用可能にな

るためです。そのため、ダイヤルイン /招待および通知用にポートを割り当てる

場合、ダイヤルインに対して多くのポートを割り当て、通知に対して少ない数の

ポートを割り当てることもできます。

（注） ダイヤル プールでポートの数を割り当てる場合、この数はゲートウェイで使用

可能な発信 /着信ポートの数と一致する必要があります。使用可能な物理ポート

は、発信コールと着信コールの合計数と一致する必要があります。

[Ops View] ウィンドウでダイヤル ポートを割り当てるには、「ops ビューの追

加」（P.7-17）を参照してください。

ライセンス割り当てとダイヤル情報フィールドの説明については、「ops ビュー

の追加」（P.7-17）を参照してください。

ダイヤルイン /招待（ダイヤルアウトとも呼ばれる）と通知機能についての詳細

は、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」および 第 6 章
「Cisco IPICS ポリシー エンジンの使い方」を参照してください。
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ユーザまたはユーザ グループの ops ビューへの割り当て

ops ビューを作成してから、特定の ops ビューに属するオペレータを定義する必

要があります。

ヒント ops ビューに 初のオペレータを追加するには、サーバにオペレータ特権でログ

インし、SYSTEM ops ビューに属する必要があります。

（注） SYSTEM ops ビューに属していないオペレータは、システム管理者またはすべ

ての役割をユーザに割り当てることはできません。

SYSTEM ops ビューに属していないオペレータは、システム管理者またはすべ

ての役割のユーザを、ops ビューに属する、またはアクセスできるように変更で

きません。

ユーザを ops ビューに割り当てる方法については、「ユーザの ops ビューの管理」

（P.3-37）および 「ユーザ グループの ops ビューの管理」（P.3-49）を参照してく

ださい。

チャネルまたはチャネル グループの ops ビューへの割り当て

チャネルまたはチャネル グループを ops ビューに割り当てる場合、[Ops Views] 
ペインの [Belongs To] および [Accessible To] フィールドも指定する必要があり

ます。

（注） チャネルまたはチャネル グループを ops ビューに割り当てるには、システム管

理者の役割が割り当てられ、SYSTEM ops ビューに属している必要があります。

チャネルまたはチャネル グループを ops ビューに割り当てる方法については、

「PTT チャネルへのユーザの関連付け」（P.2-26）および「チャネルまたはチャネ

ル グループの ops ビューへの割り当て」（P.7-32）を参照してください。
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ops ビューの削除

Cisco IPICS から ops ビューを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console の [Configuration] 領域で、[Ops Views] を
クリックします。

ステップ 2 削除する ops ビューの横に表示されるチェックボックスをオンにします。

（注） デフォルトで、Cisco IPICS には SYSTEM ops ビューが含まれていま

す。SYSTEM ops ビューの削除または編集はできません。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

ステップ 4 削除を確定する場合は、プロンプトが表示されたときに [OK] をクリックします。

ステップ 5 表示された ops ビューの一覧から、すべてのリソース（ユーザ、ユーザ グルー

プ、チャネル、チャネル グループ、VTG）とライセンスを転送する必要のある 
ops ビューを選択します。転送されたリソースは、選択した ops ビューに属する

ように再割り当てされます。

ステップ 6 リソースのアップデートを確定して、ops ビューを削除するには、[OK] をク

リックします。
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C H A P T E R 8

Cisco IPICS ポリシー エンジンの
設定と管理

Cisco IPICS ポリシー エンジンには、TUI とその関連機能を提供するダイヤル 
エンジンが含まれています。ポリシー エンジンの設定と管理では、次の作業を

行います。

• ダイヤル エンジンの管理：必要に応じてシステムのステータスとログの監

視、音声ユーザ名や直通ダイヤルなどいくつかの機能の設定があります。シ

ステム スクリプトとカスタム スクリプト、システム プロンプトとカスタム 
プロンプトの管理も含まれます。スクリプトを使用することで、TUI は着信

コールと発信コールを処理できます。実行中のスクリプトは、ユーザを音声

で案内するためのプロンプトを再生します。

• Cisco Unified Communications Manager またはサポートされているバー

ジョンの Cisco IOS が動作する Cisco ルータを、ポリシー エンジンで SIP プ
ロバイダーとして使用するための設定。

この章で説明するポリシー エンジンの作業は、Cisco IPICS Administration 
Console の [Dial Engine] トレイから実行します。このトレイにアクセスするに

は、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）の説明に従って 
Administration Console にログインし、[Policy Engine] タブで [Dial Engine] ト
レイを選択します。

[Dial Engine] トレイにアクセスするには、システム管理者、ディスパッチャ、オ

ペレータ ロール、または「すべて」のうち、いずれかの Cisco IPICS ロールが割

り当てられている必要があります。システム管理者または「すべて」のロールが

割り当てられたユーザは、このトレイ内の全ての作業を実行できます。ディス

パッチャまたはオペレータは、音声ユーザ名プロンプトの管理、標準スクリプト 
プロンプトの管理、カスタム スクリプト プロンプトの管理だけを実行できます。
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ポリシー エンジンの多くの機能の使用方法については、第 6 章「Cisco IPICS ポ
リシー エンジンの使い方」 を参照してください。

（注） • ユーザが Cisco IPICS にダイヤルインしたり、ポリシー エンジンがユーザに

ダイヤルアウトするには、その前にポリシー エンジンでダイヤル ポートを

設定する必要があります。ダイヤル ポートの設定については、「ダイヤルイ

ン /招待、および通知用のダイヤル ポートの割り当て」（P.7-29）を参照して

ください。

• ダイヤルインとダイヤルアウトの機能では、マルチキャスト プールのアド

レスが使用できることも必要です。マルチキャスト プールの設定について

は、「マルチキャスト プールの管理」（P.2-51）を参照してください。

この章では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ダイヤル エンジン サービスに関する情報の取得」（P.8-2）

• 「ポリシー エンジンのトレースの管理」（P.8-4）

• 「プロンプトの管理」（P.8-11）

• 「ダイヤル エンジン スクリプトの管理」（P.8-31）

• 「SIP の設定」（P.8-35）

• 「IP フォン通知のための Cisco Unified Communications Manager の管理」

（P.8-38）

• 「ダイヤル エンジン パラメータの設定」（P.8-42）

• 「SIP プロバイダーの設定」（P.8-43）

ダイヤル エンジン サービスに関する情報の取得
ダイヤル エンジンが正しく動作するためには、さまざまなサービスが必要です。

これらのサービスのステータスを確認し、サービスが 後に開始された日時など

の関連情報を表示できます。また、トラブルシューティング用に必要があれば、

ログ ファイルの取得もできます。

ダイヤル エンジン サービスに関する情報を取得するには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Control Center] > [Status] を選択しま

す。

[Status] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、サービスごとに次の

情報が表示されます。

• Service Name：サービスの名前。

• Status：サービスの現在のステータス。次のステータスがあります。

– IN_SERVICE：SIP サブシステムと SIP プロバイダーは、Cisco IPICS 
で設定されています。サービスがこの状態の場合、ダイヤル エンジンは
コールを受信できます。しかし、設定が正しくない場合（たとえば、
SIP プロバイダーのユーザ名またはパスワードが正しくない場合）、ダ
イヤル エンジンは認証が必要な SIP プロバイダーにコールできません。

– OUT_OF_SERVICE：SIP サブシステムはシャットダウン処理中です。

– PARTIAL_SERVICE：SIP サブシステムはシャットダウン処理中です。

– SHUTDOWN：SIP サブシステムと SIP プロバイダーは Cisco IPICS で
設定されていません。

• Description：サービスの簡単な説明。

ヒント [Status] ウィンドウに 新情報を表示するには、[Refresh] をクリックし

ます。

ステップ 2 サービスのサブサービスの一覧を表示するには、サービス名の横にある [+] をク

リックします。

この展開ビューを閉じるには、[-] をクリックします。

ステップ 3 サービスの追加情報を表示したりログ ファイルを取得するには、[Service 
Name] カラムのサービスのリンクをクリックします。

[Status Details] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは次の操作を行う

ことができます。

• サービスに関する次の情報を表示する。

– Service Name：サービスの名前。

– Description：サービスの簡単な説明。

– Status：サービスの現在のステータス。
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– Last Failure：サービスが 後に失敗した日時。

– Last Start Time：サービスが 後に開始された日時。

– Latest Log File：サービスに関する情報が格納された 新のログ ファイ
ルの名前。

• サービスの 新のログ ファイルを取得する。これを行うには、ログ ファイ

ルのリンクをクリックし、画面上のメッセージに従います （ウィンドウの

上部にある [Latest Log File] の行に、 新のログ ファイルの名前が表示され

ます）。

• [Refresh] をクリックして、[Status Details] ウィンドウに 新情報を表示する。

• [Done] をクリックしてウィンドウを終了する。

ポリシー エンジンのトレースの管理
ポリシー エンジンのトレース機能を使用すると、システムのトラブルシュー

ティングに役立つ情報を取得できます。この機能では、ダイヤル エンジンとク

ラスタ ビュー デーモンの活動がさまざまなトレース ファイルに記録されます。

必要な情報を取得するため、特定のトレース ファシリティとさまざまなトレー

ス レベルを設定できます。

ポリシー エンジンには次のトレース ファシリティがあります。

• クラスタ ビュー デーモンのトレース ファイル：クラスタ ビュー デーモンに

関する情報を提供します。ファイル名は CisconMCVDn.log です。ここで、

n は設定によって変わる番号です。

• ダイヤル エンジン トレース ファイル：ダイヤル エンジンに関する情報を提

供します。ファイル名は CisconMIVRn.log です。ここで、n は設定によっ

て変わる番号です。

• driverManagern.log ファイル： LIB-MEDIA ファシリティでトレースが有効

になっている場合に作成されます。n は、システムによってファイルに割り

当てられる番号です。新しいファイルが作成されると 1 だけ大きくなります。

• その他のトレース ファイル：トラブルシューティングの支援が必要な場合

に、シスコの Technical Assistance Center（TAC）が必要とするさまざまな

追加ファイル。
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ポリシー エンジンには次のトレース レベルがあります。

• Debug：詳細な情報を生成します。

• XDebug n（拡張デバッグ）：より詳細な情報を生成します。n は、有効な 
xDebug ロギングのレベルを示す 1 ～ 5 の番号です。

Cisco IPICS には、デフォルトのトレース設定があります。これらの設定は、シ

ステムのパフォーマンスが 適になるように設計されていますが、必要に応じて

変更できます。トレースはシステム リソースを消費するため、ダイヤル エンジ

ンのための追加のトレース情報が必要な場合は、システム リソースを節約する

ため、次のガイドラインに従ってください。

• トレース ファイルの数とサイズは、必要な場合にだけ増やします。

• トレース ファイルの数とサイズは、必要な情報が得られる 低限の値に抑

えてください。

• 必要なトレース設定か、シスコの TAC によって有効にするように指示の

あったトレース設定だけを有効にします。

• トレース設定を有効にした場合、不要になったら無効にします。

トレースの管理では次の作業を行います。

• 「ダイヤル エンジン トレース ファイルの数とサイズの設定」（P.8-5）

• 「ダイヤル エンジン トレース ファイルのトレース レベルの設定」（P.8-6）

• 「高度なトレース操作の実行」（P.8-8）

• 「トレース ファイルの取得」（P.8-10）

• 「トレース ファイルの内容」（P.8-11）

ダイヤル エンジン トレース ファイルの数とサイズの設定

ダイヤル エンジン トレース ファシリティは、いくつかのダイヤル エンジン 
サービスに関する情報をログに記録します。情報はダイヤル エンジン トレース 
ファイルに保存されます。ダイヤル エンジン トレース ファイルの数と各トレー

ス ファイルのサイズを指定できます。
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現在のトレース ファイルが指定した 大ファイル サイズになると、新しいト

レース ファイルへの情報の記録が開始されます。システムに保存されているト

レース ファイルの数が指定した値に達すると、既存の も古いトレース ファイ

ルが以降のトレース ファイルで上書きされます。システムに保存できるすべて

のダイヤル エンジン トレース ファイルの合計サイズは、 大 3GB です。

ダイヤル エンジン トレース ファイルを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Control Center] > [Tracing] を選択しま

す。

[Tracing] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Number of Trace Files] フィールドに、作成するトレース ファイルの数を入力し

ます。この数を超えると、既存のファイルの上書きが開始されます。

この入力は必須です。デフォルトのトレース ファイル数は 100 個です。

ステップ 3 [Trace File Size] フィールドに、各トレース ファイルの 大サイズを KB 単位で

入力します。

現在のトレース ファイルがこの 大サイズに達すると、新しいトレース ファイ

ルが開始されます。デフォルトのファイル サイズは 3145 KB です。

この入力は必須です。デフォルトのトレース ファイル数にトレース ファイルの

サイズを掛けた値は、3 GB を超えてはなりません。

ステップ 4 [Trace File configuration] 領域で、[Save] をクリックします。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ダイヤル エンジン トレース ファイルのトレース レベルの設定

トレース レベルは、Cisco IPICS によってダイヤル エンジン トレース ファイル

に記録される情報を指定します。
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Cisco IPICS には、システムのパフォーマンスを 適に保ちながら重要な情報を

ログに記録するように設計された、デフォルトのトレース レベルがあります。

追加のトレース情報が必要な場合は、トレース レベルを変更できます。これを

行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Control Center] > [Tracing] を選択しま

す。

[Tracing] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Trace Settings] 領域で次の操作を行います。

• ファシリティで Debug レベルまたはさまざまな XDebug レベルを有効にす

るには、該当するチェック ボックスをオンにします。XDebug レベルには 5 
つのレベルがあります。

• ファシリティで Debug レベルまたは XDebug レベルを無効にするには、

チェック ボックスをオフにします。

• デフォルトのトレース レベルを設定するには、[Restore Defaults] をクリッ

クします。

これにより、[Trace Settings] 領域で、ENG ファシリティと SS_SIP ファシ
リティの Debug トレースが有効になります。また、[Advanced Trace 
settings] 領域の CVD ファシリティと CLUSTER_MGR ファシリティ

（CVD カテゴリの下）のトレースも有効になります。両方の領域のその他す
べてのトレースは無効になります。

[Trace Settings] 領域には、次のカテゴリにファシリティの一覧が表示されます。

• Workflow Application Scripts：実行時にポリシー エンジン ダイヤル スクリ

プトを受け持つモジュールです。

• Call Control：テレフォニー シグナリングを受け持つモジュールです。

カテゴリに関連付けられているファシリティを表示するには、カテゴリ名の横に

ある [+] をクリックします。展開ビューを閉じるには、[-] をクリックします。

表 8-1 は、[Trace Settings] 領域のファシリティを示します。
8-7
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



 

第 8 章     Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理

    ポリシー エンジンのトレースの管理
ステップ 3 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

高度なトレース操作の実行

ダイヤル エンジン トレース ファイルに対し、次の高度なトレース操作を実行で

きます。

（注） シスコの TAC から指示のない限り、高度なトレース操作を実行しないことをお

勧めします。

• 追加のポリシー エンジン ファシリティに対するトレースの設定：「ダイヤル 
エンジン トレース ファイルのトレース レベルの設定」（P.8-6）に示すファ

シリティ以外のファシリティのトレース レベルを設定できます。

表 8-1 [Trace Settings] 領域のファシリティ

ファシリティ 説明

[Workflow Application Scripts] カテゴリ

APP_MGR スクリプトのロード、起動、実行を管理する Applications 
Manager のトレース情報を提供します。

ENG ダイヤル エンジン ラン タイムのトレース情報を提供します。

[Call Control] カテゴリ

SS_SIP SIP サブシステムのトレース情報を提供します。これは、ダ

イヤル エンジンと SIP プロバイダー（Cisco Unified 
Communications Manager またはサポートされているバー

ジョンの Cisco IOS が動作する Cisco ルータ）の間のイン

ターフェイスです。

LIB_MEDIA Media Library のトレース情報を提供します。これは、ダイ

ヤル エンジンと着信コールまたは発信コールの間のメディ

ア トラフィックを管理します。
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• スレッド トレース ファイルへのダンプ：このファイルには、ダイヤル エン

ジンで動作しているすべてのスレッドのスタック トレース情報が格納され

ます。必要に応じてこのファイルに情報をダンプできます。システムで潜在

的な問題が検出された場合もこのファイルが作成されます。新たに生成され

た情報は、既存のスレッド トレース ファイルに追加されます。スレッド ト
レース ファイルの名前は JVM.log です。

• メモリ トレース ファイルへのダンプ：このファイルには、ダイヤル エンジ

ンのメモリ アクティビティに関するスタック トレース情報が格納されます。

必要に応じてこのファイルに情報をダンプできます。新たに情報が生成され

ると、新しいメモリ トレース ファイルが作成されます。メモリ トレース 
ファイルの名前は memory-n.log です。ここで n は、設定に応じて変わる番

号です。

追加のトレースの設定やトレース ファイルへのダンプを行うには、次の手順を

実行します。

（注） すべてのトレース レベルをデフォルト値にリセットするには、[Dial Engine] ト
レイで [Control Center] > [Tracing] を選択し、[Trace Settings] 領域の下部にあ

る [Restore Defaults] をクリックします。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Control Center] > [Tracing] を選択しま

す。

[Tracing] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Tracing] ウィンドウの下部にある [Advanced] をクリックします。

ステップ 3 トレース レベルを設定するためには、[Advanced Trace Settings] 領域で次のい

ずれかの操作を行います。

• ファシリティで Debug レベルまたはさまざまな XDebug n（拡張デバッグ）

レベルを有効にするには、該当するチェック ボックスをオンにします。

• ファシリティで Debug レベルまたは XDebug レベルを無効にするには、

チェック ボックスをオフにします。

[Trace Settings] 領域には、さまざまなカテゴリにファシリティの一覧が表示さ

れます。カテゴリに関連付けられているファシリティを表示するには、カテゴリ

名の横にある [+] をクリックします。展開ビューを閉じるには、[-] をクリック

します。
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ステップ 4 トレース ファイルをダンプするには、[Advanced Trace Settings] 領域で次のい

ずれかの操作を行います。

• スレッド トレース ファイルにデータをダンプするには、[Dump Threads 
Trace] をクリックします。

• メモリ トレース ファイルにデータをダンプするには、[Dump Memory 
Trace] をクリックします。

ダンプが成功したかどうかを示すメッセージが表示されます。

ダンプしたファイルの表示やダウンロードについては、「トレース ファイルの取

得」（P.8-10）を参照してください。

ステップ 5 [Save] をクリックして、トレース レベル設定に対する変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

トレース ファイルの取得

トレース ファイルは Cisco IPICS サーバに格納されます。トレース ファイルは 
Cisco IPICS Administration Console から取得できます。これを行うには、次の

手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Control Center] > [Status] を選択しま

す。

[Status] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

• クラスタ ビュー デーモンのトレース フィルを取得するには、[Cluster View 
Daemon] リンクをクリックします。

• ダイヤル エンジン トレース ファイル（スレッド トレース ファイルまたはメ

モリ トレース ファイル）を取得するには、[Dial Engine] リンクをクリック

します。

[Status Details] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 3 [Relate Log Files] リストで、目的のログ ファイルのリンクをクリックし、画面

上のメッセージに従ってファイルを開くか保存します。

トレース ファイルの内容

ダイヤル エンジンとクラスタ ビュー デーモンのトレース ファイルには、標準的

な Syslog 形式で情報が格納されます。これらのファイルには、記録される各イ

ベントに対して次の情報の一部または全部が含まれます。

• 行番号

• イベントが発生した日時

• カテゴリとファシリティ名

• 重大度

• メッセージ名

• 説明

• パラメータと値

トレース ファイルの内容の詳細については、シスコの TAC にお問い合わせくだ

さい。

プロンプトの管理
プロンプトは、録音された単語またはフレーズです。ポリシー エンジン TUI は
スクリプトを実行します。スクリプトは、プロンプトを使用してダイヤルイン 
ユーザに音声の指示や情報を提供します。

Cisco IPICS では、プロンプトは Cisco IPICS サーバ上のリポジトリに格納されま

す。リポジトリは、プロンプトが格納および整理される論理的な記憶媒体です。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「プロンプトの言語の管理」（P.8-12）：プロンプトが格納される論理言語

フォルダの追加、名前変更、削除方法について説明します。

• 「標準のスクリプト プロンプトの管理」（P.8-15）：標準スクリプト プロンプ

トをリポジトリにアップロードする方法について説明します。
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• 「カスタム スクリプト プロンプトの管理」（P.8-17）：カスタム スクリプト 
プロンプトのリポジトリへのアップロード方法、これらのプロンプトをダウ

ンロードして聞く方法、これらのプロンプトの詳細表示、名前変更、削除の

方法について説明します。

• 「音声ユーザ名プロンプトの管理」（P.8-21）：音声ユーザ名のリポジトリへ

のアップロード、音声ユーザ名をダウンロードして聞く方法、音声ユーザ名

の録音と削除の方法について説明します。

プロンプトの言語の管理

Cisco IPICS では、プロンプトを、プロンプトの言語に対応する論理フォルダ内

のリポジトリに格納します。ポリシー エンジン TUI がスクリプトを実行する際、

スクリプトに指定された言語フォルダにあるプロンプトを再生します。このよう

にして、スクリプトが実行する言語を制御できます。default という名前の特殊

な論理言語フォルダにより、スクリプトで指定されている言語にかかわらず、す

べてのスクリプトでプロンプトが使用できます。

プロンプトの言語の管理では、次の操作を行って論理言語フォルダを管理します。

• 「言語の一覧表示」（P.8-12）

• 「言語の追加」（P.8-13）

• 「言語名の変更」（P.8-13）

• 「言語の削除」（P.8-14）

言語の一覧表示

[Languages] ウィンドウには、リポジトリ内の論理言語フォルダの一覧が表示さ

れます。このウィンドウには、各言語に対し次の情報が表示されます。

• Language：ISO に準拠した言語の論理フォルダ名に基づいて自動的に取得

された、言語のわかりやすい名前

• Language Name：ISO に準拠した言語の論理フォルダ名

• Date Modified：フォルダが 後に変更された日時

• Modified By：フォルダを 後に変更したユーザの Cisco IPICS ユーザ ID

[Languages] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] タブで [Dial Engine] > 
[Prompt Management] > [Languages] を選択します。
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言語の追加

言語を追加すると、リポジトリ内にその言語の論理フォルダが作成されます。

言語を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Languages] を
選択します。

[Language] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 操作リストの下部にある [Add] をクリックします。

ステップ 3 [Language Name] フィールドに、論理フォルダの名前を入力します。

この入力は必須です。名前は ISO に準拠している必要があります。たとえば、

英語（米国）の場合は en_US と入力します。いくつかのバージョンの英語を使

用する場合は、基本言語として en と入力します。

ステップ 4 [Save] をクリックして、新しい言語を保存します。

新しい言語を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

言語名の変更

言語名を変更すると、言語の論理フォルダの名前が変更されます。

ポリシー エンジンがその言語を使用するダイヤル エンジン スクリプトを実行し

ている 中に言語名を変更すると、スクリプトは必要なプロンプトにアクセスで

きなくなる可能性があります。

言語名を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Languages] を
選択します。

[Language] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 名前を変更する言語の横にあるチェック ボックスをオンにします。
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ステップ 3 [Language] ウィンドウの下部にある [Rename] をクリックします。

ステップ 4 [New Name] フィールドに言語の新しい名前を入力します。

この入力は必須です。名前は ISO に準拠している必要があります。たとえば、

英語（米国）の場合は en_US と入力します。基本言語として英語（米国）を使

用する場合は、en と 入力します。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

言語の削除

言語を削除すると、その言語の言語フォルダとフォルダ内のすべての内容がリポ

ジトリから削除されます。1 つの言語を削除することも、一度に複数の言語を削

除することもできます。

ポリシー エンジンがその言語を使用するダイヤル エンジン スクリプトを実行し

ている 中に言語を削除すると、スクリプトは必要なプロンプトにアクセスでき

なくなる可能性があります。

言語を削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Languages] を
選択します。

[Language] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 削除する言語の横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

この言語を削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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標準のスクリプト プロンプトの管理

標準のスクリプト プロンプトは、システムに付属のスクリプトで使用されます。

これらのプロンプトは、Cisco IPICS サーバに .wav ファイルとして格納されて

います。これらのプロンプトは削除できません。

標準スクリプト プロンプトの管理では、次の作業を行います。

• 「標準スクリプト プロンプトの一覧表示」（P.8-15）：プロンプトと関連情報

の一覧を表示する

• 「標準スクリプト プロンプトのアップロード」（P.8-16）：プロンプトの .wav 
ファイルをリポジトリにコピーする

標準スクリプト プロンプトの一覧表示

[Standard Script Prompts] ウィンドウには、ポリシー エンジン プロンプトの一

覧が表示されます。このウィンドウには、各プロンプトに対し次の情報が表示さ

れます。

• Prompt：プロンプトの .wav ファイルの名前

• Size：プロンプトの .wav ファイルのサイズ

• Date Modified：プロンプトの .wav ファイルが 後にアップロードされた日

時

• Modified By：プロンプトの .wav ファイルをポリシー エンジンに 後に

アップロードしたユーザの Cisco IPICS ユーザ ID

• Language：プロンプトが格納されている論理フォルダの名前 名前 <default> 
は、スクリプトで指定されている言語にかかわらず、どの言語でも使用でき

るプロンプトが格納されたフォルダを示します。

[Standard Script Prompts] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] タブで [Dial 
Engine] > [Prompt Management] > [Standard Script Prompts] を選択します。

デフォルトでは、[Standard Script Prompts] ウィンドウにすべての標準スクリプ

ト プロンプトが表示されます。特定の論理言語フォルダに格納されている標準

スクリプト プロンプトだけを一覧表示するには、[Language] ドロップダウン リ
ストからその言語を選択し、[Query] をクリックします。

ヒント [Standard Script Prompts] ウィンドウに 新情報を表示するには、プロンプト リ
ストの下にある [Refresh] をクリックします。
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標準スクリプト プロンプトのアップロード

標準スクリプト プロンプトをアップロードすると、プロンプトの .wav ファイル

が指定した言語フォルダにコピーされます。プロンプトは、スクリプトで使用す

る前にアップロードする必要があります。

個別の標準スクリプト プロンプトをアップロードすることも、1 つ以上のプロン

プトが格納された .zip ファイルをアップロードすることもできます。ポリシー 
エンジンは、.zip ファイルがアップロードされると、自動的にプロンプト ファ

イルを展開します。Cisco IPICS は、DEFLATE 圧縮アルゴリズムを使用した、

暗号化されていない .zip ファイルをサポートしています。たとえば、WinZip で
作成された .zip ファイル（レガシー圧縮を使用している場合）や、Info-Zip で作

成された .zip ファイルは、Cisco IPICS と互換性があります。

アップロードするプロンプトは次のガイドラインに従っている必要があります。

• 符号化：CCITT u-law

• サンプルあたりのビット数：8

• サンプル レート：8 kHz

• チャネル：1（モノラル）

標準スクリプト プロンプトをアップロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Standard 
Script Prompts] を選択します。

[Standard Script Prompts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プロンプト リストの下にある次のいずれかのボタンをクリックします。

• Upload： 1 つのプロンプトの .wav ファイルをリポジトリにアップロードし

ます。

• Upload Zip： 1 つ以上のプロンプトが格納された .zip ファイルをリポジトリ

にアップロードし、ファイルを展開します。

ステップ 3 [Browse] ボタンをクリックして、[Name]  フィールドにアップロードするファイ

ルのパスとファイル名を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 4 [Language] ドロップダウン リストから、プロンプトを保存する論理言語フォル

ダを選択します。
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ステップ 5 [Save] をクリックしてプロンプトをアップロードします。

プロンプトをアップロードしない場合は、[Cancel] をクリックします。

カスタム スクリプト プロンプトの管理

カスタム スクリプト プロンプトは、カスタム スクリプトで使用するために作成

するプロンプトです。

以降のセクションでは、カスタム スクリプト プロンプトの管理について説明し

ます。カスタム スクリプト プロンプトの作成、編集、組み込みについては、シ

ステム インテグレーターにお問い合わせください。

• 「カスタム スクリプト プロンプトの一覧表示」（P.8-17）：プロンプトと関連

情報の一覧を表示する

• 「カスタム スクリプト プロンプトのアップロード」（P.8-18）：プロンプト

の .wav ファイルをリポジトリにコピーする

• 「カスタム スクリプト プロンプトのダウンロード」（P.8-19）：プロンプトを

再生する

• 「カスタム スクリプト プロンプトの名前変更」（P.8-20）：カスタム スクリプ

ト プロンプトの名前を変更する

• 「カスタム スクリプト プロンプトの削除」（P.8-21）：プロンプトの .wav 
ファイルをリポジトリから削除する

カスタム スクリプト プロンプトの一覧表示

[Customized Script Prompts] ウィンドウには、カスタム スクリプト プロンプト

の一覧が表示されます。このウィンドウには、各プロンプトに対し次の情報が表

示されます。

• Prompt：プロンプトの .wav ファイルの名前

• Size：プロンプトの .wav ファイルのサイズ

• Date Modified：プロンプトの .wav ファイルが 後にアップロードされる

か、別の宛先フォルダまたは言語フォルダに移動された日時

• Modified By：プロンプトの .wav ファイルを 後に変更したユーザの Cisco 
IPICS ユーザ ID
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• Language：プロンプトの .wav ファイルが格納されている論理言語フォルダ

[Customized Script Prompts] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] タブ

から [Dial Engine] > [Prompt Management] > [Customized Script Prompts] を選

択します。

デフォルトでは、[Customized Script Prompts] ウィンドウにカスタム スクリプ

ト プロンプトがすべて表示されます。特定の論理言語フォルダに格納されてい

るカスタム スクリプト プロンプトだけを一覧表示するには、[Language] ドロッ

プダウン リストからその言語を選択し、[Query] をクリックします。

ヒント [Customized Script Prompts] ウィンドウに 新情報を表示するには、プロンプト 
リストの下部にある [Refresh] をクリックします。

カスタム スクリプト プロンプトのアップロード

カスタム スクリプト プロンプトをアップロードすると、プロンプトの .wav ファ

イルが指定した言語フォルダにコピーされます。プロンプトは、スクリプトで使

用する前にアップロードする必要があります。

アップロードするカスタム プロンプト ファイルは、G.711 u-law で符号化されて

いる必要があります。PSTN ゲートウェイも、ダイヤルイン Push-to-Talk
（PTT）機能のために、音声を G.711 u-law で符号化する必要があります。

個別のカスタム スクリプト プロンプトをアップロードすることも、1 つ以上の

プロンプトが格納された .zip ファイルをアップロードすることもできます。ポ

リシー エンジンは、.zip ファイルがアップロードされると、自動的にプロンプ

ト ファイルを展開します。Cisco IPICS は、DEFLATE 圧縮アルゴリズムを使用

した、暗号化されていない .zip ファイルをサポートしています。たとえば、

WinZip で作成された .zip ファイル（レガシー圧縮を使用している場合）や、

Info-Zip で作成された .zip ファイルは、Cisco IPICS と互換性があります。

アップロードするプロンプトは次のガイドラインに従っている必要があります。

• 符号化：CCITT u-law

• サンプルあたりのビット数：8

• サンプル レート：8 kHz

• チャネル：1（モノラル）

カスタム スクリプト プロンプトをアップロードするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Customized 
Script Prompts] を選択します。

[Customized Script Prompts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プロンプト リストの下にある次のいずれかのボタンをクリックします。

• Upload： 1 つのプロンプトの .wav ファイルをリポジトリにアップロードし

ます。

• Upload Zip： 1 つ以上のプロンプトが格納された .zip ファイルをリポジトリ

にアップロードし、ファイルを展開します。

ステップ 3 [Browse] ボタンをクリックして、[Name] フィールドにアップロードするファイ

ルのパスとファイル名を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 4 （オプション）[Destination Folder] フィールドに論理フォルダの名前を入力しま

す。

言語フォルダには、1 つ以上の宛先フォルダを含めることができます。宛先フォ

ルダは、プロンプトを言語の下にグループ化するための論理フォルダです。たと

えば、プロンプトを使用するスクリプトに従ってプロンプトをグループ化するの

に便利です。

宛先フォルダの名前は、プロンプトの言語フォルダと同じにできません。

ステップ 5 [Language] ドロップダウン リストから、このプロンプトの論理言語フォルダを

選択します。

ステップ 4 で宛先フォルダを入力した場合は、このスクリプトは指定した論理言

語フォルダの下のそのフォルダに保存されます。

ステップ 6 [Save] をクリックしてプロンプトをアップロードします。

プロンプトをアップロードしない場合は、[Cancel] をクリックします。

カスタム スクリプト プロンプトのダウンロード

カスタム スクリプト プロンプトをダウンロードすると、プロンプトの .wav ファ

イルが指定した場所にコピーされます。プロンプトは、.wav ファイルを再生で

きる任意のメディア プレーヤーを使用して聞くことができます。
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カスタム スクリプト プロンプトをダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Customized 
Script Prompts] を選択します。

[Customized Script Prompts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ダウンロードするプロンプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [Customized Script Prompts] ウィンドウの下部にある [Download] をクリックし

ます。

ブラウザでデフォルトのメディア プレーヤーが設定されている場合、プロンプ

トは自動的に再生されます。

そうでない場合は、画面上のメッセージに従ってプロンプトをダウンロードしま

す。ダウンロードしたプロンプトは、メディア プレーヤーを使用して聞くこと

ができます。

カスタム スクリプト プロンプトの名前変更

必要に応じて、カスタム スクリプト プロンプトの名前を変更できます。これを

行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Customized 
Script Prompts] を選択します。

[Customized Script Prompts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 名前を変更するプロンプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [Customized Script Prompts] ウィンドウの下部にある [Rename] をクリックしま

す。

ステップ 4 [New Name] フィールドにプロンプトの新しい名前を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更を保存します。
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変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

カスタム スクリプト プロンプトの削除

カスタム スクリプト プロンプトを削除すると、リポジトリから削除されます。1 
つのプロンプトを削除することも、一度に複数のプロンプトを削除することもで

きます。

プロンプトを削除する前に、スクリプトで使用されていないことを確認してくだ

さい。プロンプトがスクリプトで使用されていても警告は表示されません。

プロンプトを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > [Customized 
Script Prompts] を選択します。

[Customized Script Prompts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 削除するプロンプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このプロンプトを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

音声ユーザ名プロンプトの管理

TUI は、音声ユーザ名プロンプトを使用して、さまざまな Cisco IPICS リソース

の名前を発信者向けに再生します。チャネル、チャネル グループ、ロケーショ

ン、ポリシー、ユーザ、ユーザ グループ、ops ビュー、VTG、TUI メイン挨拶

の音声ユーザ名プロンプトを録音できます。
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（注） TUI メイン挨拶は、コールしたダイヤルイン番号が関連付けられている ops 
ビューの音声ユーザ名プロンプトです。

音声ユーザ名プロンプトの管理では、次の作業を行います。

• 「音声ユーザ名プロンプトの一覧表示」（P.8-22）：プロンプトと関連情報の

一覧を表示する

• 「音声ユーザ名プロンプトのアップロード」（P.8-23）：プロンプトの .wav 
ファイルをリポジトリにコピーする

• 「音声ユーザ名プロンプトのダウンロード」（P.8-25）：プロンプトを聞く

• 「音声ユーザ名プロンプトの録音」（P.8-26）：プロンプトを録音する

• 「音声ユーザ名プロンプトに関する情報の変更」（P.8-29）：プロンプトの名

前、言語、リソース タイプ、関連するリソースを変更する

• 「音声ユーザ名プロンプトの削除」（P.8-30）：プロンプトの .wav ファイルを

リポジトリから削除する

音声ユーザ名プロンプトの一覧表示

[Spoken Names] ウィンドウには、アップロードされている音声ユーザ名プロン

プトの一覧が表示されます。このウィンドウには、各プロンプトに対し次の情報

が表示されます。

• Resource Type：プロンプトの録音目的の Cisco IPICS リソース タイプ

（チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ops ビュー、ポリシー、

ユーザ、ユーザ グループ、VTG）

• Associated Resource：プロンプトの録音目的のチャネル、チャネル グルー

プ、ロケーション、ops ビュー、ポリシー、ユーザ、ユーザ グループ、

VTG の名前

• Language：プロンプトの .wav ファイルが格納されている論理言語フォルダ

• Prompt：resource-language を表示します。ここで resource はプロンプトに

関連付けられているリソース、language はプロンプトの .wav ファイルが保

存されている論理言語フォルダです。

• Size：プロンプトの .wav ファイルのサイズ

• Date Modified：プロンプトの .wav ファイルを 後にアップロード、別の言

語フォルダに移動、別のリソースを関連付けた日時
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• Modified By：プロンプトの .wav ファイルを 後に変更したユーザの Cisco 
IPICS ユーザ ID

[Spoken Names] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] タブから [Dial 
Engine] > [Prompt Management] > [Spoken Names] を選択します。

特定のプロンプトの一覧を表示するには、次のドロップダウン リストから対象

を選択し、[Query] をクリックします。

• Language：指定した論理言語フォルダにあるプロンプトを表示します。す

べての言語フォルダのプロンプトを表示するには、[All] を選択します。

• Resource Type：指定したリソースのプロンプトを表示します。すべてのリ

ソースのプロンプトを表示するには、[All] を選択します。

• Associated Resource：指定したチャネル、チャネル グループ、ロケーショ

ン、ops ビュー、ポリシー、ユーザ、ユーザ グループ、VTG のプロンプト

を表示します。このリストに表示される名前は、選択したリソース タイプ

によって変わります。リソース タイプとして [All] を選択した場合、このド

ロップダウン リストはグレー表示されます。

ヒント [Spoken Names] ウィンドウに 新情報を表示するには、プロンプト リストの下

部にある [Refresh] をクリックします。

音声ユーザ名プロンプトのアップロード

音声ユーザ名プロンプトをアップロードすると、プロンプトの .wav ファイルが

指定した言語フォルダにコピーされます。プロンプトは、スクリプトで使用する

前にアップロードする必要があります。

個別の音声ユーザ名プロンプトをアップロードすることも、1 つ以上のプロンプ

トが格納された .zip ファイルをアップロードすることもできます。.zip ファイル

の 大サイズは 1 GB（1,024 MB）です。ポリシー エンジンは、.zip ファイルが

アップロードされると、自動的にプロンプト ファイルを展開します。Cisco 
IPICS は、DEFLATE 圧縮アルゴリズムを使用した、暗号化されていない .zip 
ファイルをサポートしています。たとえば、WinZip で作成された .zip ファイル

（レガシー圧縮を使用している場合）や、Info-Zip で作成された .zip ファイルは、

Cisco IPICS と互換性があります。

アップロードするプロンプトは次のガイドラインに従っている必要があります。

• 符号化：CCITT u-law

• サンプルあたりのビット数：8
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• サンプル レート：8 kHz

• チャネル：1（モノラル）

音声ユーザ名プロンプトをアップロードするには、次の手順を実行します。

手順 

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > 
[Spoken Names] を選択します。

ステップ 2 1 つ以上のプロンプトの .wav ファイルが格納された .zip ファイルをリポジトリに

アップロードする場合は、[Upload Zip] をクリックし、ステップ 3 に進みます。

単一の .wav ファイルをアップロードする場合は、次の操作を行います。

a. [Resource Type] ドロップダウン リストから、このプロンプトを関連付ける

リソースのタイプ（チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ops 
ビュー、ポリシー、ユーザ、ユーザ グループ、VTG）を選択します。

b. [Search] をクリックし、[Search Results] ウィンドウで、このプロンプトを

関連付けるリソースを探して選択します。

[Search Results] ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」

（P.1-17）を参照してください。

c. [Associated Resource] ドロップダウン リストから、このプロンプトを関連

付けるリソースを選択します。

このリストには、[Search Results] ウィンドウで選択した項目が表示されます。

ステップ 3 [Browse] ボタンをクリックし、[Name] フィールドにアップロードするファイル

のパスとファイル名を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 4 [Language] ドロップダウン リストから、プロンプトを保存する論理言語フォル

ダを選択します。

ステップ 5 .zip ファイルをアップロードする場合、次の操作を行って、そのファイルの中の

プロンプトを適切な Cisco IPICS リソースに関連付けます。

プロンプトをリソースに関連付けると、指定したタイプのリソースでプロンプト

が使用できるようになります。

a. [Associate] をクリックします。

[Prompt Association] ウィンドウが表示されます。
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b. [Prompts Available] リストで、リソースに関連付けるプロンプトをクリック

します。

c. [Resources Available] リストで、プロンプトに関連付けるリソースをクリッ

クします。

目的のリソースが [Resources Available] リストに表示されない場合、

[Resources] ドロップダウン リストから目的の Cisco IPICS リソース タイプ

（チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ops ビュー、ポリシー、

ユーザ、ユーザ グループ、VTG）を選択し、[Search] をクリックします。

次に、[Search Results] ウィンドウで、プロンプトを関連付けるリソースを

選択します。

[Search Results] ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」

（P.1-17）を参照してください。

d. [Associate] をクリックします。

[Prompt Association] 領域にプロンプト名とその関連付けられているリソー
スが表示されます。

関連付けを取り消す場合は、[Prompt Association] 領域で、関連付けを解除
する各プロンプト名の横にあるチェック ボックスをオンにし、[Remove] を
クリックします。

e. 必要に応じてステップ 5 の b、c、d を繰り返し、.zip ファイル内の他のプロ

ンプトをリソースに関連付けます。

f. 関連付けを保存するには [Save] をクリックします。

関連付けを保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 6 1 つのファイルをアップロードするには、[Save] をクリックしてプロンプトを

アップロードします。

プロンプトをアップロードしない場合は、[Cancel] をクリックします。

音声ユーザ名プロンプトのダウンロード

音声ユーザ名プロンプトをダウンロードすると、プロンプトの .wav ファイルが

指定した場所にコピーされます。プロンプトは、.wav ファイルを再生できる任

意のメディア プレーヤーを使用して聞くことができます。

音声ユーザ名プロンプトをダウンロードするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > 
[Spoken Names] を選択します。

[Spoken Names] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ダウンロードするプロンプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。

ステップ 3 [Spoken Names] ウィンドウの下部にある [Download] をクリックします。

ステップ 4 画面上のメッセージに従ってプロンプトをダウンロードします。

ブラウザでデフォルトのメディア プレーヤーが設定されている場合、プロンプ

トは自動的に再生されます。

そうでない場合は、画面上のメッセージに従ってプロンプトをダウンロードしま

す。ダウンロードしたプロンプトは、メディア プレーヤーを使用して聞くこと

ができます。

音声ユーザ名プロンプトの録音

音声ユーザ名プロンプトを録音するには、次のいずれかの方法を使用します。

• 「ダイヤル エンジンを使用した音声ユーザ名プロンプトの録音」（P.8-26）

• 「Windows サウンド レコーダーを使用した音声ユーザ名プロンプトの録音」

（P.8-28）

TUI を呼び出し、プロンプトに従って名前を録音することで、音声ユーザ名プロ

ンプトの録音もできます。詳細については、「ポリシー エンジンのテレフォニー 
ユーザ インターフェイス（TUI）の使い方」（P.6-30）を参照してください。

ダイヤル エンジンを使用した音声ユーザ名プロンプトの録音

ダイヤル エンジンを使用して音声ユーザ名プロンプトを録音する場合、ダイヤ

ル エンジンに対して、指定した電話番号にコールするよう指示します。コール

に応答したら、TUI のガイドに従ってプロンプトを録音します。ポリシー エン

ジンは、プロンプトを自動的にリポジトリにアップロードします。

ダイヤル エンジンを使用して音声ユーザ名プロンプトを録音または再録音する

には、次の手順を実行します。この手順を使用して既存の音声ユーザ名プロンプ

トを録音すると、プロンプトの新しい .wav ファイルが作成されます。
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（注） 既存のプロンプトの .wav ファイルを新しい .wav ファイルで置き換える場合は、

次の手順のステップ 1 からステップ 5 を実行します。次にプロンプトのリンク

をクリックします。[Prompt Information] ウィンドウで [Browse] ボタンをク

リックし、アップロードするファイルのパスとファイル名を入力して、[Save] 
をクリックします。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を行って [Spoken Names] ウィンドウを表示します。

• [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > 
[Spoken Names] を選択します。

• Cisco IPICS リソースの管理ウィンドウで、[Prompt] カラムの、[Recorded] 
リンクまたは [Not Recorded] リンクをクリックします。

この操作を行うと、[Resource Type]、[Associated Resource]、[Language] 
の各フィールドに、そのリソースのプロンプトを録音するために必要な情報

が自動的に設定されます。必要に応じて、次の 4 つの手順に従ってこの情報

を変更できます。情報が正しい場合は、ステップ 6 に進みます。

ステップ 2 [Resource Type] ドロップダウン リストから、このプロンプトの録音対象のリ

ソースのタイプ（チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ops ビュー、ポ

リシー、ユーザ、ユーザ グループ、VTG）を選択します。

ステップ 3 [Search] をクリックし、[Search Results] ウィンドウで、このプロンプトの録音

対象のリソースを探して選択します。

[Search Results] ウィンドウの使い方については、「検索ウィンドウの使用」

（P.1-17）を参照してください。

ステップ 4 [Associated Resource] ドロップダウン リストから、このプロンプトの録音対象

のリソースを選択します。

このリストには、[Search Results] ウィンドウで選択した項目が表示されます。

ステップ 5 既存のプロンプトを再録音する場合は、次の操作を行って、このリソースの既存

のプロンプトを探します。

a. [Language] ドロップダウン リストから、既存のプロンプトが格納されてい

る論理言語フォルダを選択します。

すべての言語フォルダのプロンプトを表示する場合は [All] を選択します。
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デフォルトの言語フォルダのプロンプトを表示する場合は、[Default] を選

択します。

b. [Query] を選択します。

ステップ 6 次のいずれかの操作を行います。

• 初めて音声ユーザ名プロンプトを録音する場合は、[Record] をクリックし

ます。

• 既存のプロンプトを再録音するには、プロンプト リストにあるプロンプト

のチェック ボックスをオンにし、[Rerecord] をクリックします。

ステップ 7 [Language] ドロップダウン リストから、プロンプトの .wav ファイルを保存す

る論理言語フォルダを選択します。

スクリプトで指定された言語にかかわらずこのプロンプトをすべてのスクリプト

で使用可能にするには、[default] を選択します。

ステップ 8 [Phone Number] フィールドに、システムがコールする電話番号を入力します。

電話番号には、かっこ、スペース、ダッシュを含めることができます。

SIP プロバイダーは、入力した番号へのコールをルーティングできる必要があり

ます。

ステップ 9 [Call] をクリックします。

ダイヤル エンジンが指定した電話番号にコールします。

ステップ 10 電話に応答し、音声プロンプトに従って TUI にログインしプロンプトを録音し

ます。

Windows サウンド レコーダーを使用した音声ユーザ名プロンプトの録音

Microsoft Windows サウンド レコーダーを使用して音声ユーザ名プロンプトを

録音できます。これを行うには、次の手順を実行します （以下に示す手順は、

Microsoft Windows XP オペレーティング システムが動作するシステムのための

手順です）。

手順

ステップ 1 Windows のスタート メニューから、[Start] > [Programs] > [Accessories] > 
[Entertainment] > [Sound Recorder] を選択します。

[Sound Recorder] ダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 2 録音ボタンをクリックし、録音する名前をマイクロフォンに向かって話します。

ステップ 3 録音を終えたら停止ボタンをクリックします。

ステップ 4 録音内容を確認するには、巻き戻しボタンをクリックするか、スライダーを録音

内容の先頭にドラッグし、再生ボタンをクリックします。

ステップ 5 録音内容に問題がない場合は、[File] > [Save As] を選択します。

[Save As] ウィンドウが開きます。

ステップ 6 [Change] をクリックし、録音オプションを設定します。

サウンド レコーダーの [File] メニューで [Properties] を選択することで録音プロ

パティも設定できます。

[Sound Selection] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 [Format] ドロップダウン メニューから、[CCITT u-Law] を選択します。

ステップ 8 [Attributes] ドロップダウン メニューから、[8.000 kHz, 8 Bit, Mono 7 kb/sec] を
選択します。

ステップ 9 [Save As] をクリックします。

[Save As] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10 この形式の名前を入力し、[OK] をクリックします。

ステップ 11 [Sound Selection] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

ステップ 12 [Save As] ウィンドウで、選択したディレクトリに録音ファイルを保存し、

[Save] をクリックします。

このプロンプトをポリシー エンジンで使用するには、「音声ユーザ名プロンプトの

アップロード」（P.8-23）に従ってプロンプトをアップロードする必要があります。

音声ユーザ名プロンプトに関する情報の変更

プロンプトの名前、言語、リソース タイプ、関連するリソースを変更できます。

これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > 
[Spoken Names] を選択します。
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[Spoken Names] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Language]、[Resource Type]、[Associated Resource] ドロップダウン リストか

ら対象を選択し、[Query] をクリックして、目的のプロンプトを探します。

ドロップダウン リストの説明については、「音声ユーザ名プロンプトの一覧表

示」（P.8-22）を参照してください。

ステップ 3 目的のプロンプトの [Prompt] カラムのリンクをクリックします。

ステップ 4 [Browse] ボタンをクリックして、[Name] フィールドにアップロードするファイ

ルのパスとファイル名を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 5 [Language] ドロップダウン リストから、プロンプトを保存する論理言語フォル

ダを選択します。

ステップ 6 [Resource Type] ドロップダウン リストから、プロンプトの録音対象の Cisco 
IPICS リソース タイプ（チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ポリ

シー、ユーザ、ユーザ グループ、ops ビュー、VTG）を選択します。

ステップ 7 [Associated Resource] ドロップダウン リストから、プロンプトの録音対象の

チャネル、チャネル グループ、ロケーション、ポリシー、ユーザ、ユーザ グ
ループ、ops ビュー、VTG の名前を選択します。

ステップ 8 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

音声ユーザ名プロンプトの削除

音声ユーザ名プロンプトを削除すると、リポジトリから削除されます。1 つのプロ

ンプトを削除することも、一度に複数のプロンプトを削除することもできます。

音声ユーザ名プロンプトを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Prompt Management] > 
[Spoken Names] を選択します。

[Spoken Names] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 削除するプロンプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。
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ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このプロンプトを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ダイヤル エンジン スクリプトの管理
ポリシー エンジンは、TUI がユーザと対話するためのスクリプトを実行します。

スクリプトには、プロンプトを再生しその他の操作を実行するために TUI が従

う命令が含まれています。スクリプトは、スクリプトで指定されている言語でプ

ロンプトを再生します。

ダイヤル エンジンには、次のシステム スクリプトが含まれています（変更や削

除はできません）。スクリプトを追加することはできます。

• BulkNotifyDialer：Cisco IPICS が外部通知要求を受信したときに、受信者

に通知するために使用します。

• IppeDialin：TUI メイン メニュー。

• IppeDialout：発信コールを行うために使用します。

• IppeRecording：音声ユーザ名を録音するために使用します。

Cisco IPICS では、スクリプトはリポジトリに格納されます。リポジトリは、ス

クリプトを格納および整理するための論理的な記憶媒体です。

ダイヤル エンジン スクリプトの管理では、次の操作を行います。

• 「ダイヤル エンジン スクリプトの一覧表示」（P.8-32）

• 「ダイヤル エンジン スクリプトの追加」（P.8-32）

• 「カスタム ダイヤル エンジン スクリプトに関する情報の表示または変更」

（P.8-34）

• 「カスタム ダイヤル エンジン スクリプトの削除」（P.8-35）
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ダイヤル エンジン スクリプトの一覧表示

[Dial Engine Script Management] ウィンドウには、ダイヤル エンジン スクリプ

トの一覧が表示されます。このウィンドウには、各スクリプトに対し次の情報が

表示されます。

• Name：スクリプトの名前

• Script：スクリプトのファイル名とその論理ファイル構造内の場所

• App Type：アプリケーションのタイプ

– DIAL_IN：スクリプトは、ユーザが TUI にコールした場合に実行され

ます。

– DIAL_OUT：スクリプトは、システムがユーザにダイヤル アウトする

ときに実行されます。

• Trigger：スクリプトを実行するためのメカニズム

– アプリケーション タイプが DIAL-IN の場合：このダイヤル エンジン ス
クリプトに対して設定されているダイヤル イン電話番号

– アプリケーション タイプが DIAL-OUT の場合：適用外

[Dial Engine Scripts] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] タブで [Dial 
Engine] > [Dial Engine Script Management] を選択します。

ダイヤル エンジン スクリプトの追加

ダイヤル エンジン スクリプトを追加すると、ポリシー エンジンで使用できるよ

うになります。ダイヤル エンジン スクリプトの追加の詳細については、システ

ム インテグレーターにお問い合わせください。

ダイヤル エンジン スクリプトを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Dial Engine Script Management] を選

択します。

[Dial Engine Scripts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 スクリプト リストの下部にある [Add] をクリックします。

ステップ 3 [Dial Engine Script Name] フィールドに、このスクリプトの名前を入力します。
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この入力は必須です。

ステップ 4 [Script] フィールドに、スクリプトの名前を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 5 （オプション）[Browse] ボタンを使用して、[Destination Folder] フィールドに

アップロードするファイルのパスとファイル名を入力します。

宛先フォルダを使用すると、スクリプトをグループ化または整理できます。たと

えば、同じ名前のスクリプトが 2 つある場合、それぞれを個別の宛先フォルダに

格納します。

ステップ 6 [Trigger Type] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択し

ます。

• Dial In：スクリプトは TUI へのコールによって起動されます。

• Dial Out：スクリプトは TUI からのコールによって起動されます。

これらのオプションのいずれかを選択する必要があります。

ステップ 7 [Dial In] トリガー タイプの場合、[DN] フィールドに、スクリプトを起動するた

めにダイヤルするテレフォニー アクセス文字列を入力します。

この入力は、[Dial In] トリガー タイプでは必須です。この文字列は、SIP プロバ

イダーがポリシー エンジンへの電話番号（DN）をルーティングできるように、

SIP プロバイダー上で設定する必要があります。このフィールドには、英数字を

使用できます。

トリガー タイプが [Dial Out] の場合、このフィールドは表示されません。

ステップ 8 [Language] ドロップダウン リストから、このスクリプトによって再生されるプ

ロンプトが格納されている論理言語フォルダを選択します。

この入力は必須です。

ステップ 9 スクリプトを追加するには、[Add] をクリックします。

このスクリプトを追加しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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カスタム ダイヤル エンジン スクリプトに関する情報の表示ま
たは変更

カスタム ダイヤル エンジン スクリプトの情報を表示または変更できます。「ダ

イヤル エンジン スクリプトの管理」（P.8-31）に挙げた 5 つのシステム スクリプ

トの情報は、表示または変更できません。

カスタム ダイヤル エンジン スクリプトに関する情報を表示または変更するに

は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Dial Engine Script Management] を選

択します。

[Dial Engine Scripts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 カスタム スクリプトの [Name] カラムのリンクをクリックします。

システム スクリプトにはリンクはありません。

ステップ 3 必要に応じて次の情報を表示または更新します。

• Dial Engine Script Name：このスクリプトに割り当てられた名前

• Current Script（表示専用）：現在 DN で使用されているスクリプト

• Script：実行するスクリプト ファイル

• Destination Folder：スクリプトを格納する、言語フォルダの中の論理フォ

ルダ

• Trigger Type：次のいずれか

– Dial In：スクリプトは TUI へのコールによって起動されます。

– Dial Out：スクリプトは TUI からのコールによって起動されます。

• Language： スクリプトが格納される論理言語フォルダ

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。
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カスタム ダイヤル エンジン スクリプトの削除

ダイヤル エンジン スクリプトを削除すると、リポジトリから削除されます。カ

スタム スクリプトは削除できますが、「ダイヤル エンジン スクリプトの管理」

（P.8-31） に挙げたシステム スクリプトは削除できません。

1 つのスクリプトを削除することも、一度に複数のスクリプトを削除することも

できます。

カスタム スクリプトを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Dial Engine Script Management] を選

択します。

[Dial Engine Scripts] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 削除するカスタム スクリプトの横にあるチェック ボックスをオンにします。

これらのチェック ボックスは、システム スクリプトではグレー表示されます。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

このスクリプトを削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

SIP の設定
SIP 設定プロセスでは、ポリシー エンジンに対し次のパラメータを設定します。

• SIP プロバイダーと連携するために必要なパラメータ

• ポリシーで IP フォン テキスト通知アクションを使用するために必要なパラ

メータ

• Cisco Unified IP Phone にメッセージを送信するために、ポリシーでダイヤ

ル通知アクションを使用するために必要なパラメータ

関連情報については、「SIP プロバイダーの設定」（P.8-43）を参照してください。
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ポリシー エンジンの SIP を設定するには、次の手順を実行します。

（注） SIP を設定した後、ダイヤル エンジン サブシステムと SIP サブシステムが 
IN_SERVICE 状態になっていることを確認してください。詳細については、「ダ

イヤル エンジン サービスに関する情報の取得」（P.8-2）を参照してください。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [SIP Configuration] を選択します。

[SIP Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [SIP Subsystems Configuration] ペインで、次の操作を行って必要な情報を入力

します。

• [Port] フィールドに、ポリシー エンジンが使用する SIP ポートを入力します。

この入力は必須です。デフォルト値は 5060 です。

• [User Agent] フィールドに、ポリシー エンジンが使用するユーザ エージェ

ントを入力します。

この入力は必須です。デフォルト値は [Cisco-IPPE/2.0] です。

• [Maximum Retransmissions] フィールドに、SIP 要求と応答を送信する 大

回数を入力します。

この入力は必須です。デフォルト値は 2 です。有効な値は 0 ～ 10 です。

• [First Retransmission] フィールドに、 初の再送を行う前に待つ時間をミリ

秒単位で入力します。

この入力は必須です。デフォルト値は 500 です。有効な値は 100 ～ 4000 で
す。

（注） [Maximum Retransmissions] と [First Retransmission] のデフォルト値

は、ほとんどのケースに適した値です。これらの値は、Cisco IPICS と 
SIP プロバイダーが展開されているネットワークの特性と、RFC 3261 
規格に記述されている SIP 再送アルゴリズムについて十分に理解してい

ない限り、変更しないでください。

ステップ 3 [SIP Provider Configuration] ペインで、次の操作を行います。
8-36
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



 

第 8 章     Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理

    SIP の設定
• [Host] フィールドに、SIP プロバイダーの IP アドレスまたはホスト名を入

力します。この入力は必須です。

• [Port] フィールドに、SIP プロバイダーが SIP で使用するポート番号を入力

します。この入力は必須です。

• [Transport] ドロップダウン リストから、SIP プロバイダーのトランスポー

ト プロトコルに一致するトランスポート プロトコル（TCP または UDP）を

選択します。

SIP プロバイダーで両方のプロトコルが設定されている場合、いずれかのプ
ロトコルを選択します。

• [Username] フィールドに適切な情報を入力します。この情報は必須です。

– Cisco Unified Communications Manager が SIP プロバイダーの場合は、
SIP トランクの Cisco Unified Communications Manager ユーザ名を入力
します。

– サポートされているバージョンの Cisco IOS が動作する Cisco ルータが 
SIP プロバイダーの場合は、このフィールドに任意の値を入力します。

• [Password] フィールドに適切な情報を入力します。この情報は必須です。

– Cisco Unified Communications Manager が SIP プロバイダーの場合は、
SIP トランクの Cisco Unified Communications Manager パスワードを入
力します。

– サポートされているバージョンの Cisco IOS が動作する Cisco ルータが 
SIP プロバイダーの場合は、このフィールドに任意の値を入力します。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 5 変更内容は、ダイヤル エンジンを再起動した後で有効になります。ダイヤル エ
ンジンを再起動するには、次の手順を実行します。

a. ルート ユーザとして Cisco IPICS サーバにログインします。

b. コマンド プロンプトで次のコマンドを入力します。

[root]# service ipics restart
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IP フォン通知のための Cisco Unified 
Communications Manager の管理

IP フォン テキスト通知アクションまたはダイヤル通知アクションを使用して 
Cisco Unified IP Phone にメッセージを送信するようにポリシーを設定する場合、

実行するポリシーに対して、[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウで

少なくとも 1 つの Cisco Unified Communications Manager を設定する必要があ

ります。

IP フォン通知のために Cisco Unified Communications Manager を設定する場

合、エンド ユーザが Cisco IPICS が接触する IP フォンに関する情報を含む、

Cisco Unified Communications Manager に関する情報を入力します。 大 3 つ
の Cisco Unified Communications Managers に関する情報を入力できます。その

後、IP フォン テキスト通知アクションを含むか、ダイヤル通知を使用するポリ

シーを実行すると、Cisco IPICS は設定されている各 Cisco Unified 
Communications Managers と通信し、それぞれに対し設定されているすべての 
IP フォンの番号を渡します。渡された電話番号が Cisco Unified 
Communications Manager 上の電話番号に一致する場合、対応する IP フォンの 
MAC アドレスを Cisco IPICS に返し、Cisco IPICS がその MAC アドレスの電

話に接続します。

IP フォン通知の管理では、次の操作を行います。

• 「IP フォン通知のための Cisco Unified Communications Managers の一覧表

示」（P.8-38）

• 「IP フォン通知のための Cisco Unified Communications Manager の追加」

（P.8-39）

• 「IP フォン通知用に設定されている Cisco Unified Communications Manager 
に関する情報の表示または変更」（P.8-40）

• 「IP フォン通知用の Cisco Unified Communications Manager の削除」（P.8-41）

IP フォン通知のための Cisco Unified Communications 
Managers の一覧表示

[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウには、IP フォン通知用に設定

されている Cisco Unified Communications Managers の一覧が表示されます。各

通知に対し、このウィンドウには次の情報が表示されます。
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• Name：システムによって割り当てられた通知の識別子。名前には、IP フォ

ン通知が設定されている宛先 CUCM（Cisco Unified Communications 
Manager の場合）と Cisco Unified Communications Manager サーバの IP ア
ドレスが含まれます。

• Version：設定されているサーバで動作している Cisco Unified 
Communications Manager のバージョン

• Host Name or IP Address：Cisco Unified Communications Manager のホス

ト名または IP アドレス

[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウを表示するには、[Policy Engine] 
タブで [Dial Engine] > [IP Phone Notification Configuration] を選択します。

IP フォン通知のための Cisco Unified Communications 
Manager の追加

IP フォン通知のために Cisco Unified Communications Manager を追加すると、

Cisco Unified IP Phone にメッセージを送信するために、IP フォン テキスト通知

アクションまたはダイヤル通知アクションを含むポリシーで使用できるようにな

ります。

IP フォン通知のための Cisco Unified Communications Manager を追加するに

は、次の手順を実行します。

（注） Cisco Unified Communications Manager のアプリケーション ユーザとエンド 
ユーザについては、Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参

照してください。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [IP Phone Notification Configuration] 
を選択します。

[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 通知リストの下部にある [Add] をクリックします。

ステップ 3 [Version] ドロップダウン リストで、この通知のために Cisco IPICS が接続する

サーバで動作している Cisco Unified Communications Manager のバージョンを

選択します。
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この入力は必須です。

ステップ 4 [Host Name or IP Address] フィールドに、Cisco Unified Communications 
Manager サーバのホスト名または IP アドレスを入力します。

この入力は必須です。

ステップ 5 [Administrator User Name] フィールドに、管理者権限がある Cisco Unified 
Communications Manager のアプリケーション ユーザの名前を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 6 [Administrator Password] フィールドに、管理者権限がある Cisco Unified 
Communications Manager のアプリケーション ユーザのパスワードを入力します。

この入力は必須です。

ステップ 7 [End User Name] フィールドに、IP フォンを関連付ける Cisco Unified 
Communications Manager のエンド ユーザの名前を入力します。

この入力は必須です。

ステップ 8 [End User Password] フィールドに、IP フォンを関連付ける Cisco Unified 
Communications Manager のエンド ユーザのパスワードを入力します。

この入力は必須です。

ステップ 9 通知を追加するには、[Save] をクリックします。

通知を追加しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IP フォン通知用に設定されている Cisco Unified 
Communications Manager に関する情報の表示または変更

IP フォン通知用に設定されている Cisco Unified Communications Manager に関

する情報を表示または変更できます。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [IP Phone Notification Configuration] 
を選択します。

[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 2 IP フォン通知のための Cisco Unified Communications Manager の [Name] カラ

ムのリンクをクリックします。

ステップ 3 必要に応じて次の情報を表示または更新します。

• Version：この通知のために Cisco IPICS が接続するサーバで動作している 
Cisco Unified Communications Manager のバージョン

• Host Name or IP Address：Cisco Unified Communications Manager サーバ

のホスト名または IP アドレス

• Administrator User Name：管理者特権がある Cisco Unified 
Communications Manager のアプリケーション ユーザの名前

• Administrator Password：管理者特権がある Cisco Unified Communications 
Manager のアプリケーション ユーザのパスワード

• End User Name：Cisco Unified IP Phone が関連付けられている、Cisco 
Unified Communications Manager のエンド ユーザの名前

• End User Password：Cisco Unified IP Phone が関連付けられている、

Cisco Unified Communications Manager のエンド ユーザのパスワード

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

IP フォン通知用の Cisco Unified Communications 
Manager の削除

IP フォン通知用に設定されている Cisco Unified Communications Manager を削

除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [IP Phone Notification Configuration] 
を選択します。

[IP Phone Notification Configuration] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 削除する Cisco Unified Communications Manager の名前の横にあるチェック 
ボックスをオンにします。
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ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

IP フォン通知用に設定されているこの Cisco Unified Communications Manager 
を削除しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ダイヤル エンジン パラメータの設定
ダイヤル エンジン パラメータの設定処理では、ダイヤル エンジンのシステム設

定を行います。

ダイヤル エンジン パラメータを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Policy Engine] タブで、[Dial Engine] > [Dial Engine Parameters] を選択します。

[Dial Engine Parameters] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [SMTP Server] フィールドに、ダイヤル エンジンが使用する SMTP サーバの IP 
アドレスまたはホスト名を入力します。

ダイヤル エンジン用の SMTP サーバが設定されていない場合は、このフィール

ドを空にします。

ステップ 3 [Sender Email Address] フィールドに、ポリシー エンジンが電子メール通知を

ユーザに送信する際に「From」アドレスとして表示される電子メール アドレス

を入力します。

ops ビューを設定するときに送信元の電子メール アドレスを指定すると、その値

でこのフィールドの値が上書きされます。

ステップ 4 [Outbound Dial Number] フィールドに、ポリシー エンジンがユーザにコールす

るときに発信者 ID 番号として表示される電話番号を入力します。

この入力は必須です。この番号は、ポリシー エンジンにコールするときに使用

されるダイヤルイン番号と同じであってはなりません。

この番号が設定されていない場合、ポリシー エンジンはダイヤルアウトできま

せん。
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（注） ポリシー エンジンのコールが複数の音声ゲートウェイを経由する場合、

[Outbound Dial Number] フィールドで設定した値にかかわらず、 後の

ゲートウェイの発信者 ID が発信者 ID として表示されます。

ステップ 5 [Default Language] ドロップダウン リストから、TUI が実行時に使用する論理

言語フォルダを選択します。

ステップ 6 [Default Session Timeout] フィールドに、コールが完了したあとでコール セッ

ションがメモリに保持される秒数を入力します。

この入力は必須です。デフォルト値は 500 です。

（注） [Default Session Timeout] の値は、シスコの TAC から指示があった場合

にだけ変更します。

[Dial Engine Parameters] ウィンドウには、ポリシー エンジンが使用す

るコーデックが表示されます。このコーデックは G.711 u-law であり、

変更はできません。

ステップ 7 [Save] をクリックして変更を保存します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

SIP プロバイダーの設定
ダイヤルインまたはダイヤルアウトの機能を使用する場合、ネットワーク内に 
SIP プロバイダーが設定されている必要があります。SIP プロバイダーは、ポリ

シー エンジンとの間のコールを処理します。

Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications 
Manager Express を SIP プロバイダーとして使用し、このフィールドに任意の値

を SIP プロバイダーとして入力する必要があります。これを行うには、以降のセ

クションの説明に従ってアプリケーションを設定します。

これらのセクションでは、Cisco Unified Communications Manager または Cisco 
IOS ソフトウェアが動作するサポートされているルータがネットワーク上に設置

され稼動していることが前提です。
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• 「Cisco Unified Communications Manager を SIP プロバイダーとして設定す

る」（P.8-44）

• 「Cisco Unified Communications Manager Express を SIP プロバイダーとす

る設定」（P.8-48）

Cisco Unified Communications Manager を SIP プロバイ
ダーとして設定する

このセクションでは、Cisco Unified Communications Manager がネットワーク

で設定され稼動しているという前提で、Cisco Unified Communications Manager 
がポリシー エンジンのための SIP プロバイダーとして機能するために必要な追

加設定について説明します。

ポリシー エンジン用に Cisco Unified Communications Manager を設定する前

に、「SIP の設定」（P.8-35）の説明に従って SIP 設定情報を設定する必要があり

ます。

このセクションの手順を実行する際、表 8-2 に示す情報を設定する必要がありま

す。この情報は、手順を開始する前に収集することをお勧めします。

表 8-2 Cisco Unified Communications Manager の設定で必要な情報

情報 設定値

「SIP の設定」（P.8-35）で SIP を設定

したときに入力したユーザ ID
「SIP の設定」（P.8-35）で SIP を設定

したときに入力したパスワード

着信ポート（デフォルトの 5060 以外

を使用する場合）

パーティション（Cisco Unified IP 
Phones 用に設定されている場合）

コール検索空間（Cisco Unified IP 
Phones 用に設定されている場合）

Cisco IPICS サーバの IP アドレス

ops ビューおよびカスタム ダイヤル エ
ンジン スクリプトの DN
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ポリシー エンジン用に Cisco Unified Communications Manager を設定するに

は、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM の管理で、次の操作を行って、ポリシー エンジン用のアプリ

ケーション ユーザを設定します。

このアプリケーション ユーザにはダイジェスト クレデンシャルが必要であり、

ポリシー エンジンが Cisco Unified Communications Manager にコールするため

に使用されます。

a. [User Management] > [Application User] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Application User Configuration] ページで、次の情報を入力します。

– User ID：SIP を設定したときに入力したものと同じユーザ ID を入力し
ます。

– Password、Confirm Password：Cisco Unified Communications 
Manager にログインするためにユーザが使用するパスワードを入力しま
す。

– Digest Credentials、Confirm Digest Credentials：SIP を設定したときに
入力したパスワードを入力します。

– 他のフィールドは、環境に応じて更新するか、デフォルト値を使用しま
す。

d. [Save] をクリックします。

ステップ 2 Cisco Unified CM の管理で、次の操作を行い、ダイジェスト認証を有効にして 
SIP トランク セキュリティ プロファイルを定義します。

RMS を設定する際に入力したユーザ

名（直通ダイヤル機能を使用する場合

にだけ必要）

RMS を設定する際に入力したパス

ワード（直通ダイヤル機能を使用する

場合にだけ必要）

表 8-2 Cisco Unified Communications Manager の設定で必要な情報 （続き）

情報 設定値
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デフォルトの SIP トランクではセキュリティは提供されません。この新しいプロ

ファイルにより、ポリシー エンジンから Cisco Unified Communications 
Manager へのコールのダイジェスト認証が有効になります。

a. [System] > [Security Profile] > [SIP Trunk Security Profile] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Name] フィールドに、ダイジェスト認証 SIP トランク プロファイルと入力

します。

d. [Description] フィールドに、ダイジェスト認証 SIP トランク プロファイル

と入力します。

e. [Device Security Mode] ドロップダウン リストから、[Non Secure] を選択し

ます。

f. [Incoming Transport Type] ドロップダウン リストから、[TCP+UDP] を選択

します。

g. [Outgoing Transport Type] ドロップダウン リストから、[TCP] を選択します。

h. [Enable Digest Authentication] チェック ボックスをオンにします。

i. [Nonce Validity Time] フィールドに、5 と入力します。

j. [Incoming Port] フィールドに、デフォルト値の 5060 と入力するか、環境に

応じた値を入力します。

k. [Save] をクリックします。

ステップ 3 Cisco Unified CM の管理で、次の操作を行って、ポリシー エンジン用の SIP ト
ランクを作成します。

SIP トランクは、Cisco Unified Communications Manager とポリシー エンジン

の間で、ダイヤルインおよびダイヤルアウト コールを交換するために使用され

ます。

a. [Device] > [Trunk] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Trunk Type] ドロップダウン リストから [SIP Trunk] を選択します。

d. [Device Protocol] ドロップダウン リストから [SIP] を選択します。

e. [Next] をクリックします。

f. 次のガイドラインに従いながら、Cisco Unified Communications Manager 
環境に適した情報を入力します。
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– Cisco Unified IP Phone に対してパーティションとコール検索空間を設
定した場合、ポリシー エンジンに対して同じコール検索空間を入力しま
す。

– [Destination Address] フィールドに、Cisco IPICS サーバの IP アドレス
を入力します。

– [SIP Trunk Security Profile] フィールドに、ステップ 2 で作成したプロ
ファイルの名前を入力します。

g. [Save] をクリックします。

ステップ 4 Cisco Unified CM の管理で、次の操作を行って、新しい SIP トランクのルート 
パターンを作成します。

SIP トランクに関連付けられたルート パターンにより、

Cisco Unified Communications Manager がどのコールをポリシー エンジンに送

るかが決まります。

a. [Call Routing] > [Route/Hunt] > [Route Pattern] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. Cisco Unified Communications Manager 環境に適した情報を入力します。

[Route Pattern] フィールドのルート パターンには、ポリシー エンジンに
ルーティングするすべての DN を必ず含めてください （ops ビューの DN と
カスタム ダイヤル エンジン スクリプトの DN）。

d. [Gateway/Route List] ドロップダウン リストから、ステップ 3 で作成した 
SIP トランクを選択します。

e. [Save] をクリックします。

ステップ 5 （オプション。直通ダイヤル機能を使用する場合にだけ必須）Cisco Unified CM 
の管理で、次の操作を行って RMS のアプリケーション ユーザを設定します。

a. [User Management] > [Application User] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Application User Configuration] ページで、次の情報を入力します。

– User ID：RMS を設定したときに入力したものと同じユーザ ID を入力
します。

– Password、Confirm Password：RMS を設定したときに入力したものと
同じパスワードを入力します。

– その他のフィールド：環境に応じた情報を入力します。

d. [Save] をクリックします。
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ステップ 6 （オプション。直通ダイヤル機能を使用する場合にだけ必須）Cisco Unified CM 
の管理で、次の操作を行って RMS の SIP トランクを作成します。

a. ユーザの [Device] > [Trunk] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Trunk Type] ドロップダウン リストから [SIP Trunk] を選択します。

d. [Device Protocol] ドロップダウン リストから [SIP] を選択します。

e. [Next] をクリックします。

f. 次のガイドラインに従いながら、Cisco Unified Communications Manager 
環境に適した情報を入力します。

– Cisco Unified IP Phone 用のパーティションとコール検索空間を設定し
た場合は、それらのコール検索空間を入力します。

– [Destination Address] フィールドに、RMS の IP アドレスを入力しま
す。

– [SIP Trunk Security Profile] フィールドに、ステップ 2 で作成したプロ
ファイルの名前を入力します。

g. [Save] をクリックします。

Cisco Unified Communications Manager Express を 
SIP プロバイダーとする設定

このセクションでは、サポートされているバージョンの Cisco IOS が動作する 
Cisco Unified Communications Manager Express がネットワーク上で設定され稼

動しているという前提で、ルータを IDC からの直通ダイヤル コールのための 
SIP プロバイダーとして設定するために必要な追加設定について説明します。

（注） Cisco IOS は、次の設定の一部のフィールドについて、ここに示されているもの

とは異なる値をサポートしていますが、一貫性を保つために、ここに示す値を設

定することをお勧めします。

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力してコンフィギュレーション モードを開始します。
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Router# configure terminal

ステップ 2 次のコマンドを入力して、SIP 間接続を可能にします。

他の SIP デバイスが設定されていない場合は、この手順を省略します。

Router(config)# voice service voip

Router(con-voi-serv)# allow-connections sip to sip

Router(con-voi-serv)# exit

ステップ 3 次のコマンドを入力して、G.711 u-law コーデックを使用する音声クラス コー

デックを定義します。

Router(config)# voice class codec 2

Router(config-class)# codec preference 1 g711ulaw

Router(config-class)# exit

ステップ 4 次のコマンドを入力して、ops ビューに対して割り当てた各ルート パターンのダ

イヤルピアを定義します。

ルート パターンは、各 ops ビューおよびカスタム スクリプトに関連付けられた 
DN をカバーしている必要があります。たとえば、システムに DN が 8100–8199 
および 9200–9299 の ops ビューがある場合、2 つのルート パターン 81nn と 
92nn を定義します（n は任意の数字です）。その後、各ルート パターンに対し 1 
つのダイヤル ピアを定義します。

Router(config)# dial-peer voice 554 voip

Router(config-dial-peer)# destination-pattern route-pattern

Router(config-dial-peer)# voice-class codec 2

Router(config-dial-peer)# session protocol sipv2

Router(config-dial-peer)# session target ipv4:ip-address （ip-address 
は Cisco IPICS サーバの IP アドレスで置き換えます）

Router(config-dial-peer)# session transport transport-protocol 
（transport-protocol は、「SIP の設定」（P.8-35）で SIP に対して設定した値に応

じて、UDP または TCP で置き換えます）

Router(config-dial-peer)# dtmf-relay rtp-nte 

Router(config-dial-peer)# exit

ステップ 5 （オプション。SIP プロバイダーと RMS が同じルータ上で設定されている場合

は、この手順を省略します）次のコマンドを入力して、着信音声ダイヤル ピア

を設定し、Voice Activity Detection（VAD; 音声アクティビティ検出）を無効に

し、Cisco IPICS からのコールの DTMF に RFC 2833 を使用します。
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Router(config)# dial-peer voice 555 voip

Router(config-dial-peer)# voice-class codec 2

Router(config-dial-peer)# session protocol sipv2

Router(config-dial-peer)# incoming called number .

Router(config-dial-peer)# no vad

Router(config-dial-peer)# dtmf-relay rtp-nte

ステップ 6 終了するには次のコマンドを入力します。

Router(config)# end
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C H A P T E R 9

無線と無線ディスクリプタの管理

Cisco IPICS 管理者は、Cisco IPICS で使用する無線と無線ディスクリプタの設

定を担当します。この章では、これらの管理方法について詳細に説明します。こ

の章では、次のトピックについて取り上げます。

• 「無線の管理」（P.9-1）

• 「無線ディスクリプタの管理」（P.9-31）

無線の管理
Cisco IPICS は、Cisco IPICS サーバの設定で無線チャネルの定義を有効にする

ことにより、トーン制御無線をサポートします。IDC は、RFC 2198 および 
RFC 2833 のパケットを送信して、チャネルごとにトーン シーケンスを制御しま

す。Cisco IPICS では、 大 50 の設定チャネルがサポートされており、随時

大 36 のチャネルをアクティブにできます。

これらのパケットは、LMR ゲートウェイで、物理無線への設定済み受信と伝送

（E&M）インターフェイスを介して可聴トーンに変換され、無線のトーン制御を

提供します。

Cisco IPICS は、統合型の無線制御サービス（Cisco IPICS の制御コマンドを専

用のシリアル プロトコルに変換するサービス）を介してシリアル制御された無

線も提供します。Cisco IPICS は、LMR ゲートウェイ上にある非同期シリアル 
ポートを介して、シリアル制御された無線にアクセスします。

無線制御を使用して無線を管理するには、一般に、次のような手順が伴います。

1. 『Solution Reference Network Design (SRND)』（ 新バージョン）の説明に

従って、ハードウェアを構成します。
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2. マルチキャスト用に無線が使うロケーションを作成します （「ロケーション

の管理」（P.2-41）を参照してください）。

3. 無線ディスクリプタを作成し、プロビジョニングします （「ディスクリプタ

の追加」（P.9-50）を参照してください）。

4. 無線を追加し、目的のディスクリプタを割り当てます （「無線の追加」（P.9-11）
を参照してください）。

この項では、次の無線管理について取り上げます。

• 「トーン制御無線の概要」（P.9-2）

• 「シリアル制御無線の概要」（P.9-4）

• 「IDC でボタンを表示する方法の概要」（P.9-4）

• 「無線周波数チャネル」（P.9-4）

• 「チャネル セレクタと制御シーケンスの設定」（P.9-5）

• 「[Radios] ウィンドウの概要」（P.9-8）

• 「無線の追加」（P.9-11）

• 「無線の詳細の表示と編集」（P.9-20）

• 「[Radios] ウィンドウでのユーザの無線への関連付け」（P.9-22）

• 「無線の有効化 /無効化」（P.9-25）

• 「無線の削除」（P.9-26）

• 「シリアル無線制御インターフェイスへのアクセスと使用」（P.9-26）

無線管理タスクは、Administration Console の [Configuration] > [Radios] ウィン

ドウで行います。これらのウィンドウにアクセスする方法など、ウィンドウの詳

細については、「[Radios] ウィンドウの概要」（P.9-8）を参照してください。

トーン制御無線の概要

Cisco IPICS Administration Console で設定する無線チャネルは、それぞれが 1 
つ以上のトーン シーケンスで設定できる物理無線を表します。トーン シーケン

スは、さまざまなトーンや機能を制御します。各トーン シーケンスには、周波

数、音量（電力）、持続期間、および特定のトーンを生成し、特定のアクション

を起動するために必要なその他のパラメータが含まれます。
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トーン制御（Tone Remote Control（TRC; トーン リモート制御）とも呼ばれる）

とは、インバンド トーン シーケンスを使用して LMR ゲートウェイに接続され

ている無線（通常はベース ステーション）を制御することを意味します。

Cisco IPICS では、トーン制御を使用して、別の無線周波数（RF）チャネルへの

変更やチューニング、伝送電力レベルの変更、無線の組み込み暗号化の有効化 /
無効化、およびその他の動作の制御を行うことができます。TRC は、明確に定

義されたオーディオ サウンド（トーンとも呼ばれる）を使用して、デバイスの

動作を変更します。トーン キーイング無線システムでは、着信アナログ（E 
リード）ポートに特定のトーンが存在する必要があります。このトーンが存在し

ない場合、無線は音声を伝送しません。

[Radio Details] ページに、使用可能なコントロールとチャネルが表示されます。

ユーザが関連付けられたボタンを押すと、IDC により、必要な無線制御トーン 
シーケンスが生成されます。チャネル セレクタの詳細については、「チャネル セ
レクタと制御シーケンスの設定」（P.9-5）を参照してください。

（注） • さまざまな Request for Comments（RFC; コメント要求）の詳細について

は、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委

員会）によって管理されている RFC リポジトリを参照してください。

• IDC でトーン制御された無線機能を使用する方法の詳細については、リリー

ス 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください。

チャネル セレクタ ボタン、信号、およびコマンドは、ディスクリプタ ファイル

に定義されます。次に、これらのディスクリプタ ファイルについて説明します。

• 無線ディスクリプタ ファイル：特定の無線タイプの機能を提供するチャネ

ル セレクタ ボタンは、無線ディスクリプタ ファイルに定義されます。無線

ディスクリプタ ファイルは、特定の機能を有効または無効にするために送

信することが必要なトーンやイベントを定義します。詳細については、「無

線ディスクリプタ」（P.9-31）を参照してください。

• トーン ディスクリプタ ファイル：信号とコマンドが含まれます。トーン 
ディスクリプタ ファイルに定義されている信号を、チャネルに関連付ける

ことができます。トーン ディスクリプタ内のコマンドは、どの無線ディス

クリプタ ファイルからでも参照できます。詳細については、「トーン ディス

クリプタ」（P.9-35）を参照してください。
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シリアル制御無線の概要

シリアル制御された無線を設定し、チャネル セレクタや制御機能を使用できま

す。チャネル セレクタが示すコントロールを使用すると、IDC または 
Administration Console ユーザは無線チャネルやトークグループを選択したり、

プライベート コールまたはグループ コールを設定したりできます。制御機能の

コントロールを使用すると、IDC または Administration Console ユーザは機能

や運用モードを起動できます。

シリアル制御の場合、Cisco IPICS により、無線ディスクリプタに設定された汎

用制御コマンドが定義されます。これらのコマンドは、Cisco IPICS と統合され

た無線制御サービスによって専用のコマンドに変換されます。

Serial Radio Control Interface（SRCI; シリアル無線制御インターフェイス）およ

び IDC を使用すると、ユーザがログインしたロケーション以外のロケーションに

無線がある場合に、無線ディスクリプタで定義されたチャネル セレクタと制御機

能にアクセスできます。SRCI と IDC は、チャネル セレクタが変更されたり、制

御機能が起動されたりしたときに、制御された無線からのフィードバックを提供

する役割も果たします。これらの機能をサポートする無線では、SRCI と IDC に
より、着信コールや緊急事態が検出されたときの送話者 ID が示されます。

IDC でボタンを表示する方法の概要

トーン制御を使用すると、IDC に表示されるボタンには、IDC が Cisco IPICS 
サーバから受け取った情報が設定されます。Cisco IPICS サーバは利用可能な 
IDC ボタンについて 1 対 1 のマッピングを実行し、それを IDC に送信します。

IDC の詳細については、リリース 4.0 の『Cisco IPICS Dispatch Console User 
Guide』を参照してください。

無線周波数チャネル

Cisco IPICS の場合、「チャネル」は、無線がチューニングされそこでコンテン

ツがストリーミングされる、「RF チャネル（周波数）」を指します。IDC を使用

するときは、次の RF 警告に注意してください。

• 無線周波数でチャネルを定義することはできません。また、周波数のロケー

ションに応じてオーディオ コンテンツが異なることがあります。たとえば、

あるロケーションで、ある周波数に対してチューニングされているチャネル
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がある場合、このチャネルは、別のロケーションで同じ無線周波数に対して

チューニングされている同じタイプの無線から異なるコンテンツを受信する

ことがあります。

• チャネルは複数の周波数で表示されることがあり、そのため異なる周波数で

同じコンテンツを聴くことができる場合があります。

• 特定のロケーションでの無線周波数が、さまざまな異なるコンテンツ スト

リームを同時に伝搬することがあります。

無線と IDC ユーザを関連付けて、特定の無線へのユーザ アクセスを有効にでき

ます。それぞれのチャネル セレクタや無線制御ボタンに関連する権限レベルを

選択することで、ユーザに対してチャネル セレクタや制御権限を指定すること

も可能です。これらの権限により、ユーザがアクセスできるチャネル セレクタ 
ボタンと無線制御が決まります。たとえば、あるユーザに対してチャネル セレ

クタ ボタンを設定しないと、ユーザはそのチャネルを聞き取ることはできます

が、チャネルを変更したり、無線を制御したりできません。

無線制御機能の例として、MON（監視）、POW（電力レベル）、および Enc（暗

号化）が挙げられます。

チャネル セレクタと、無線のトーン制御シーケンスの詳細については、「チャネ

ル セレクタと制御シーケンスの設定」（P.9-5）を参照してください。

チャネル セレクタと制御シーケンスの設定

この項では、チャネル セレクタとトーン制御シーケンスを設定する方法につい

て説明します。ここでは次のトピックについて取り上げます。

• 「チャネル セレクタの設定」（P.9-5）

• 「トーン シーケンスの設定（トーン制御無線）」（P.9-6）

• 「デフォルトのトーン シーケンスを設定する場合の警告事項（トーン制御無

線）」（P.9-7）

チャネル セレクタの設定

無線ユーザが利用できるチャネル ディスクリプタと制御は、[Configuration] > 
[Descriptors] ウィンドウで選択できます。ディスクリプタと制御を設定または

更新すると、無線に関連付けられているユーザの IDC が更新されます。
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（注） チャネル セレクタを設定するときは、ユーザがそのチャネル上で実行する可能

性のあるさまざまなアクションや、それらのアクションが実行されているときに

無線に送信されるコマンドについて考慮してください。

チャネル セレクタ属性には、次のような要素があります。

• Label：このフィールドには、無線ディスクリプタ ファイルの定義に従っ

て、無線チャネル セレクタの名前を指定します。ディスクリプタの詳細に

ついては、「無線ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。

（注） チャネル セレクタ属性を設定するときは、各種言語の右方向（LTR）の

文字と左方向（RTL）の文字セットが混在するとサーバや IDC で望まし

くない動作が生じることがあるので、注意してください。

• Enabled：このチェックボックスがオンに設定されている場合、PTT チャネ

ルをこのチャネルに関連付けできるかどうかがわかります。つまり、チャネ

ルの無線接続のドロップダウン リストにこのチャネル セレクタが表示され

ます。

• Associated Channel：このフィールドには、現在関連付けられているチャネル

の名前と、その短縮形の名前（チャネルの短縮形の名前）が表示されます。

トーン シーケンスの設定（トーン制御無線）

無線ディスクリプタ ファイルに定義されているトーン制御シーケンスには、無

線を範囲内で別のチャネルにチューニングする方法についての情報が含まれてい

ます。詳細については、「無線ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してくだ

さい。

デフォルトのトーン シーケンスを設定することもできます。ただし、これらの

シーケンスを設定する前に、「デフォルトのトーン シーケンスを設定する場合の警

告事項（トーン制御無線）」（P.9-7）に記載されている警告に注意してください。

トーン シーケンスの制御属性には、次のような要素があります。

• Label：このフィールドには、トーン ディスクリプタ ファイルの定義に従っ

て、トーン シーケンスの名前を指定します。これらのシーケンスには 
Monitor On/Off や Hi/Medium/Low Power などの名前を指定し、トーン 
シーケンスを識別するために使用できます。
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• Enabled：このチェックボックスがオンに設定されている場合は、この制御

を IDC で利用できます。

• Description：このフィールドには、トーン制御シーケンスの説明が表示さ

れます。トーン制御は、ステートフルまたは一時的な操作に使用できます。

制御がステートフルであると、IDC にはボタンが表示されます。

たとえば、暗号化はステートフルな操作であり、IDC はその設定を監視しま

す。また、別の例として伝送電力（Transmit Power）の設定もあります。こ

の設定は、High、Medium、Low を切り替えることができます。

一時制御は、監視または記録されていない機能状態です。大部分の信号は一

時的で、システムによって監視されずに送信されます。

（注） トーン制御された無線には制限事項があるため、機能をオンに切り替えることが

できますが、機能が元に戻ったときのタイミングを把握する方法はありません。

たとえば、監視モードを有効にすることはできますが、このモードは、さまざま

な理由（PTT ボタンが押される、無線チャネルが変更されるなど）により無効

になることがあります。

トーン ディスクリプタと無線ディスクリプタの詳細については、「トーン ディス

クリプタ」（P.9-35）および「[Descriptors] ウィンドウの概要」（P.9-48）を参照

してください。

デフォルトのトーン シーケンスを設定する場合の警告事項（トーン制御無線）

Cisco IPICS では、現在チューニングされているチャネルが不明であるときは前

回使用されたチャネルで伝送するように、デフォルトのトーン シーケンスを設

定できます。

（注） トーン シーケンスを伝送するチャネルは、使用されている無線装置システムに

よって決定されます。ユーザは、その情報に基づいてチャネルを設定する必要が

あります。

デフォルトのチャネルには、次のようなオプションを設定できます。

• どのトーンにも関連付けない

• 無線がデフォルトのチャネルで伝送するように指定するトーン シーケンス

（F1 など）
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• 無線が現在チューニングされているチャネルで伝送するように指定するトー

ン シーケンス（この機能が利用可能な場合）

（注） チャネル セレクタにアクセスしていないユーザが、伝送するためのチャネルを

選択できない場合でも、IDC は無線がチューニングされているチャネルを把握

できません。そのため、IDC はユーザに対して視覚的な情報を提供せず、この

状況でユーザは伝送できません。使用されるチャネルは、この章で前述したとお

り、設定および無線の機能によって決まります。

デフォルトのトーン シーケンスを設定する場合、次のような状況下では意図さ

れたものではないチャネルを経由して伝送されることがあります。

• デフォルトのトーン シーケンスを現在チューニングされているチャネルで

伝送するようにシステムを設定した場合、特定のチャネルが選択する前に伝

送が発生すると、Cisco IPICS では 後に使用されたチャネルを使って伝送

が行われます。

• IDC ユーザが発言するために PTT ボタンを押すと、伝送に使用するように

意図されたチャネルでない場合でも、トーン制御シーケンスはそのチャネル

を介して伝送されます。

• 別のユーザが同じ無線でチャネルを変更しようとしているときに IDC ユー

ザが伝送を開始すると、伝送は、2 番目のユーザが選択したチャネル上で行

われることがあります。または、チャネルは実際には変更されていません

が、チャネルの変更を試みたときに送信されたトーン制御シーケンスが、意

図されたものではない周波数で伝送されることがあります。

（注） IDC の動作は、使用される無線システムの機能によって決まります。

[Radios] ウィンドウの概要

Administration Console の [Configuration] > [Radios] ウィンドウには、

Cisco IPICS に追加した各無線についての情報がリストされます。

表 9-1 を使用して、[Radios] ウィンドウの項目について説明します。
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表 9-1 [Radios] ウィンドウの項目

項目 説明 参照先

表のカラム

Name Cisco IPICS に設定された無線の名前

が表示されます。

「無線の追加」（P.9-11）および 
「無線の詳細の表示と編集」

（P.9-20）を参照してください。Radio Type 無線に関連付けられた無線ディスク

リプタの名前が表示されます。無線

ディスクリプタによって、無線タイ

プと、関連付けられたチャネル セレ

クタおよび制御機能が説明されます。

Control Type 無線がトーン制御されているか、ま

たはシリアル制御されているかを示

します。
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Pooled

（シリアル制御された無

線のみ）

無線が、プールされたリソースとし

て有効になっているかどうか、およ

び現在割り当てられているかどうか

を示します。プールされた無線は、

手動では制御できません。チャネル

が IDC の VTG またはユーザによっ

てアクティブ化されると、プールさ

れた無線は Cisco IPICS により、オン

デマンドで自動的に設定され割り当

てられます。

無線がトーン制御されている場合、

この値は適用されません。

「無線の追加」（P.9-11）および 
「無線の詳細の表示と編集」

（P.9-20）を参照してください。

Status 無線が有効であるか無効であるかを

示します。無効になっている無線は

制御できず、プール上でも使用でき

ません。

Control Status 

（シリアル制御された無

線のみ）

無線の制御ステータスを示します。

無線がトーン制御されている場合、

この値は適用されません。

Reserved By

（シリアル制御された無

線のみ）

プールされたリソースでない無線が、

ユーザまたは VTG によって予約され

ているかどうかを示します。

無線がトーン制御されている場合、

または無線がプールされたリソース

である場合は、この値は適用されま

せん。

VTG 無線が VTG に割り当て可能かどうか

を示します。

User 無線がユーザに割り当て可能かどう

かを示します。

ボタン

Add このボタンをクリックすると、新し

い無線を設定できます。

「無線の追加」（P.9-11）を参照し

てください。

表 9-1 [Radios] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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無線の追加

無線を追加すると、その無線を Cisco IPICS で利用できるようになります。

無線を追加する前に、「ロケーションの管理」（P.2-41）の説明に従って、ロケー

ションを設定してください。

Delete このボタンをクリックすると、

Cisco IPICS から無線が削除されます。

「無線の削除」（P.9-26）を参照し

てください。

Associations このボタンをクリックすると、無線

がユーザに関連付けられます。

「[Radios] ウィンドウでのユーザ

の無線への関連付け」（P.9-22）を

参照してください。

Radio Control

（プールされていないシ

リアル制御された無線の

み）

ブラウザ ベースの制御ユーザ イン

ターフェイスを開きます。このボタ

ンは、1 つのプールされていないシリ

アル制御された無線のチェック ボッ

クスをオンにしたときだけアクティ

ブになります。無線がトーン制御ま

たはプールされている場合や、複数

のチェック ボックスがオンになって

いる場合は、このボタンはグレー表

示されます。

「シリアル無線制御インターフェ

イスへのアクセスと使用」

（P.9-26）を参照してください。

表示コントロール

[Rows per page] ドロッ

プダウン リスト

無線リストの 1 ページに表示する無

線の行数を指定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を

参照してください。

[Page] フィールド 特定のページの無線を表示します。

[|<] （ 初のページ）ボ

タン

無線リストの 初のページを表示し

ます。

[<] （前のページ）ボタ

ン

無線リストの前のページを表示します。

[>] （次のページ）ボタ

ン

無線リストの次のページを表示します。

[>|] （ 後のページ）ボ

タン

無線リストの 後のページを表示し

ます。

表 9-1 [Radios] ウィンドウの項目 （続き）

項目 説明 参照先
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新しい無線を追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console から、[Configuration] > [Channels] ウィン

ドウに移動します。

ステップ 2 [Radios] ウィンドウで、[Add] をクリックし、追加する無線のタイプを指定しま

す。これを行うには、表示されるドロップダウン リストから次のいずれかのオ

プションを選択します。

• Add Tone Controlled Radio

• Add Serial Controlled Radio

新規無線用の [General] タブが開きます。表 9-2 を使用して、このタブに表示さ

れるフィールドについて説明します。

表 9-2 [Radios] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド

フィールド 説明（トーン制御された無線） 説明（シリアル制御された無線）

全般的な情報の領域

Name 無線の名前を入力します。 無線の名前を入力します。

Radio Type ドロップダウン リストから無線のタイプを選択します。

選択できる無線タイプは、無線ディスクリプタ ファイルに指定されている無線タイ

プに基づいて表示されます。無線ディスクリプタ ファイルの詳細については、「無

線ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。

Description 無線の説明を入力します。

Pooled 
Resource

— 無線をプールされたリソースとして指定

する場合は、このチェック ボックスをオ

ンにします。プールされた無線は、手動

では制御できません。チャネルが IDC の 
VTG またはユーザによってアクティブ

化されると、プールされた無線は Cisco 
IPICS により、オンデマンドで自動的に

設定され割り当てられます。
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コンテンツ ソース情報の領域

Location ドロップダウン リストから無線のロケーションを選択します。

ロケーションを使用して、IDC クライアントが無線に到達できる方法（マルチキャ

スト経由またはユニキャスト経由）が決定されます。

（注） IDC ユーザは、アクセスする無線と同じロケーションからログインする必要

があります。Cisco IPICS では、Cisco IPICS サーバが無線と同じロケー

ションにある RMS を使用して設定されている場合に限り、リモート ログイ

ンがサポートされます。

ロケーション設定の詳細については、「ロケーションの管理」（P.2-41）を参照して

ください。

Multicast 
Address

このフィールドには、オーディオとトー

ンの伝送に使用するマルチキャスト アド

レスを指定します。

LMR ゲートウェイのダイヤル ピアの設

定に定義されているマルチキャスト アド

レスを入力します。

Multicast Port このフィールドには、無線のマルチキャ

スト ポートを指定します。

LMR ゲートウェイのダイヤル ピアの設

定に定義されているポート番号を入力し

ます。

Codec LMR ゲートウェイのダイヤル ピアの設

定に定義されているコーデックを入力し

ます。

LMR ゲートウェイのダイヤル ピアの設

定に定義されているコーデックを入力し

ます。

Secure Radio ドロップダウン リストから [Yes] または [No] を選択します。

（注） このフィールドには、無線のセキュリティ ラベルだけを定義します。無線

を介して伝搬できる各チャネルのセキュリティについては定義しません。

表 9-2 [Radios] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明（トーン制御された無線） 説明（シリアル制御された無線）
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Voice Delay 
(msec)

（トーン制御の

み）

このフィールドには、LMR ゲートウェ

イに設定されている値をミリ秒単位で指

定します。これは、サーバ上で複製する

必要のある、ルータに関連付けられてい

る無線インスタンスに関するものです。

ルータ上にあるこのパラメータ値によ

り、LMR ゲートウェイがオーディオを

無線に送信する前に何秒間遅延させるか

が決まります。この遅延は、ダイヤル ピ
アで静的なトーンの設定が使用されてい

る場合に、トーンがオーディオとオー

バーラップしないようにするために必要

です。

（注） このパラメータに入力する値は、

LMR ゲートウェイに設定されて

いるのと同じ値にしてください。

このフィールドは、timing 
delay-voice tdm CLI コマンドに

入力された値にマップされるこ

とが必要です。詳細については、

『Solution Reference Network 
Design (SRND)』（ 新バージョ

ン）を参照してください。

—

表 9-2 [Radios] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明（トーン制御された無線） 説明（シリアル制御された無線）
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Hangover Time 
(msec)

（トーン制御の

み）

このフィールドには、LMR ゲートウェ

イに設定されている値をミリ秒単位で指

定します。これは、サーバ上で複製する

必要のある、ルータに関連付けられてい

る無線インスタンスに関するものです。

ルータ上にあるこのパラメータ値によ

り、 後のオーディオ パケットがトーク

スパートで受信された後にキーイングさ

れた無線を LMR ゲートウェイが保持す

る時間が決まります。この設定を使用し

て、パケットが損失されないようにシス

テムを保護し、設定された遅延時間に対

応します。

ハングオーバー時間（Hangover Time）
は、通常、遅延時間よりも長く設定され

ます。これは、無線のキーイングが解除

される前に、バッファされているすべて

の音声が確実に再生されるようにするた

めです。

（注） このパラメータに入力する値は、

LMR ゲートウェイに設定されて

いるのと同じ値にしてください。

詳細については、『Solution 
Reference Network Design 
(SRND)』（ 新バージョン）を

参照してください。

有効値：0 ～ 10000

—

ops ビューの領域

Ops Views：表
示専用

無線がシステムの ops ビューに関連付けられていることを示します。

ops ビューの全般的な情報については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管

理」を参照してください。

表 9-2 [Radios] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明（トーン制御された無線） 説明（シリアル制御された無線）
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ステップ 3 [Save] をクリックします。

無線を追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

制約事項の領域

Allow 
association to 
users

複数のユーザとの関連付けで無線を利用可能にする場合は、このチェックボックス

をオンにします。

Allow use in 
VTGs

複数の VTG で無線を利用可能にする場

合は、このチェックボックスをオンにし

ます。

このチェックボックスをオンにしない場

合、無線はチャネル メディア接続として

だけ使用できます。

複数の VTG で無線を利用可能にする場

合は、このチェックボックスをオンにし

ます。

このチェックボックスをオンにしないと、

無線は別のシリアル無線にプライベート 
コールを行うときだけ使用できます。

制御情報の領域

Radio Control 
Service

— 値は local-rcs です。

接続情報の領域

IP Address — 無線が接続する LMR ゲートウェイの IP 
アドレスを入力します。

Port — 無線が物理的に接続されている LMR 
ゲートウェイの補助回線または非同期回

線のポート番号を入力します。このポー

ト番号は、無線がシリアルに接続されて

いる回線番号に 4,000 を加えて求めます。

回線番号を確認するには、LMR ゲート

ウェイで show line コマンドを使用して

ください。

User Name — オプション。LMR ゲートウェイのユー

ザ名を入力します。

Password — オプション。LMR ゲートウェイのパス

ワードを入力します。

表 9-2 [Radios] ウィンドウの [General] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明（トーン制御された無線） 説明（シリアル制御された無線）
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（注） シリアル無線を追加しているときに、無線接続で指定した IP アドレス /
ポートに到達できない場合は、無線が保存処理に 30 秒程度を要してい

る可能性があります。これが該当するのは、シリアル無線だけです。

ステップ 4 この無線のチャネル セレクタを設定するには、次の操作を行います。

a. [Selectors] タブをクリックします。

b. [Channel Selectors] ペインで、有効にするチャネル セレクタの横に表示され

るチェックボックスをオンにします。

一度にすべてのチェックボックスをオンにするには、[Enabled] チェック

ボックスをオンにします。

（注） チャネル セレクタと無線制御が無線タイプ ディスクリプタに定義さ

れます。

c. [Channel Selectors] ペインで、[Priority] ドロップダウン リストから各チャ

ネル セレクタの優先度を選択します。

同じ無線ディスクリプタに属する複数のプールされた無線のチャネル セレ

クタを使用する場合、Cisco IPICS ではこの情報を使用して、プールされた

無線が選択されます。

優先度レベルは、1（ 高優先度）～ 5（ 低優先度）です。デフォルト値

は 3 です。

d. [Save] をクリックします。

これらの設定を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ステップ 5 この無線の制御機能を設定するには、次の操作を行います。

a. [Controls] タブをクリックします。

b. [Controls] ペインで、有効にする制御の横に表示されるチェックボックスを

オンにします。

一度にすべてのチェックボックスをオンにするには、[Enabled] チェック

ボックスをオンにします。

（注） 無線制御が無線タイプ ディスクリプタに定義されます。
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c. [Save] をクリックします。

これらの設定を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

トーン制御シーケンスの詳細については、「チャネル セレクタと制御シーケンス

の設定」（P.9-5）を参照してください。

ステップ 6 無線を有効または無効にするには、[Disable] または [Enable] ボタンをクリック

します。

無線が有効であると、[Disable] ボタンが表示されます。無線が無効であると、

[Enable] ボタンが表示されます。無線を有効または無効にする方法の詳細につい

ては、「無線の有効化 / 無効化」（P.9-25）を参照してください。

（注） プールされた無線をチャネルに割り当てると、チャネルの名前および

チャネルへのリンクが、[General] 領域の [Pooled Usage] に表示されま

す。チャネルに割り当てられたプールされた無線は、そのプールされた

無線を使用するチャネルをアクティブ化したすべての IDC ユーザと 
VTG によって解放されるまでは無効化できません。無線の割り当ては、

無線の詳細ページの [Deallocate] ボタンをクリックして、強制的に解除

することもできます。

ステップ 7 この無線の IDC の詳細を設定するには、次の操作を行います。

a. [IDC] タブをクリックします。

選択したチャネルの [IDC] タブが表示されます。このウィンドウには、この

無線の IDC 情報が表示されます。表 9-3 では、[IDC] タブのフィールドにつ

いて説明します。
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表 9-3 [Radios] ウィンドウの [IDC] タブにあるフィールド

フィールド 説明

[IDC] タブ

RX Mute During 
PTT

この属性により、すべての無線または 1 つの無線につい

ての伝送の設定を指定します。伝送中のアクティブな無

線のオーディオを制御します。

IDC での消音機能の設定は、次の値により制御します。

• None：PTT の使用中、無線は消音されます。

• All：PTT の使用中、RX（受信）はすべてのチャネ

ルで消音されます。

• Radio：無線の使用中、RX はこの無線だけで消音

されます。

（注） 指定した RX 消音設定が適用されるのは、無線

を IDC に初めて割り当てるときです。IDC ユー

ザは、この設定を変更できます。ただし、ユー

ザに無線を割り当てた後に設定を変更しても、

変更内容は有効になりません。

Allow Latch 無線または VTG で true に設定する（属性チェックボッ

クスをオンにする）と、ユーザは指定された無線にラッ

チ（ロックイン）できます。

注意 ラッチ機能は注意して使用してください。

PTT ボタンにラッチすると、これらのデバイ

スが LMR ゲートウェイ経由でチャネルまた

は VTG に接続されている場合、半二重無線

からの伝送がブロックされます。

デフォルトでは、この属性は false（属性チェックボッ

クスはオフ）に設定されています。

Listen Only true に設定する（属性チェックボックスをオンにする）

と、ユーザは聞くことはできますが、話すことはできま

せん。
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b. [Save] をクリックします。

これらの設定を保存しない場合は、[Cancel] をクリックします。

ユーザを無線に関連付ける方法の詳細については、「[Radios] ウィンドウでの

ユーザの無線への関連付け」（P.9-22）を参照してください。

無線の詳細の表示と編集

どの無線についても、その情報を表示し、編集できます。無線では、無線の名前

の変更、チャネル セレクタやトーン制御シーケンスの有効化または無効化、無線

の有効化または無効化、無線のユーザへの関連付け、などを行うことができます。

Radio Color 色付きタグを指定するものです。ドロップダウン リス

トから選択できます。

この設定により、無線に表示される背景テキストにあら

かじめ定義された色を使用して、特定のチャネルを一意

に識別できるようになります。ドロップダウン リスト

のオプションを選択して色を設定できます。

（注） 無線に色付きタグを使用しない場合は、ドロップ

ダウン リストから [Not colored] を選択します。

Region ドロップダウン リストから IDC 領域を選択します。設定

すると、IDC 画面にタブとして表示される領域が、この

無線に関連付けられている IDC ユーザに表示されます。

IDC 領域を作成する方法の詳細については、「IDC 領域

の追加」（P.2-140）を参照してください。

表 9-3 [Radios] ウィンドウの [IDC] タブにあるフィールド （続き）

フィールド 説明
9-20
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 9 章     無線と無線ディスクリプタの管理

    無線の管理
無線の詳細を表示または編集するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動しま

す。

ステップ 2 [Name] カラムで、情報を表示または変更するチャネルへのリンクをクリックし

ます。

選択した無線の [General] タブが表示されます。

ステップ 3 次のいずれかの操作を行います。

• 全般的な情報を表示または編集するには、[General] タブで情報を更新し、

[Save] をクリックします。

[General] タブにあるフィールドの詳細については、表 9-2（P.9-12） を参照

してください。

• IDC 情報を表示または編集するには、[IDC] タブで情報を更新し、[Save] を
クリックします。

[IDC] タブにあるフィールドの詳細については、表 9-3（P.9-19）を参照し

てください。

• 無線のチャネル セレクタを有効または無効にするには、[Selectors] タブで

対象のチャネル セレクタの横に表示されるチェックボックスをオンまたは

オフにし、[Save] をクリックします。

• 無線のトーン制御シーケンスを有効または無効にするには、[Controls] タブ

で対象のトーン制御シーケンスの横に表示されるチェックボックスをオンま

たはオフにし、[Save] をクリックします。

（注） • シリアル無線を保存しているときに、無線接続で指定した IP アドレス /ポー

トに到達できない場合は、無線が保存処理に 30 秒程度を要している可能性

があります。

• 無線ディスクリプタ ファイルについて名前変更や削除が行われている場合

やファイルが破損している場合は、[Radio Management] ウィンドウにエ

ラー メッセージが表示されます。このメッセージでは、影響を受ける無線

ディスクリプタ ファイルと、対処方法に関する推奨事項が示されます。
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ステップ 4 無線の IDC 属性を表示または編集するには、[IDC] タブで必要な変更を行い、

[Save] をクリックします。

[IDC] タブにあるフィールドの詳細については、表 9-3（P.9-19）を参照してく

ださい。

ステップ 5 無線の関連付けを表示または編集する方法の詳細については、「[Radios] ウィン

ドウでのユーザの無線への関連付け」（P.9-22）を参照してください。

[Radios] ウィンドウでのユーザの無線への関連付け

[Radios] ウィンドウでは、特定のユーザを無線に関連付けることができます。こ

れを行うと、選択した無線が IDC で使用可能になります。

ユーザを無線に関連付けると、ユーザには、その無線で有効になっているチャネ

ルを変更するための権限が付与されます。ただし、そのユーザの無線に関する権

限を設定して、ユーザがチューニングできるチャネルを制限できます。

無線の権限とチャネルの権限は別であるため、無線のチャネルをチューニングで

きる権限を付与されているユーザであっても、Cisco IPICS チャネルの関連付け

にはアクセスできない場合があります。

（注） この操作は、ユーザが Cisco IPICS にすでに追加されている場合に限り、行うこ

とができます。

ユーザを無線に関連付ける操作は、[Users] ウィンドウで行うこともできます。

詳細については、「ユーザと無線の関連付け」（P.3-33）を参照してください。

ユーザを無線に関連付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動しま

す。

ステップ 2 次のいずれかの操作を行って、ユーザの関連付けを行う無線の [Associations] 
ウィンドウを表示します。

• [Name] カラムで無線のリンクをクリックし、各タブの下部に表示される 
[Associations] ボタンをクリックします。
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• 無線の名前の左側にあるチェックボックスをオンにして、[Radios] ウィンド

ウ下部にある [Associations] ボタンをクリックします。

（注） 無線を選択していないか、複数の無線を選択していると、[Associations] 
ボタンはグレー表示されます。

[User] タブに無線が表示されます。このタブには、無線に関連付けられている

ユーザのリストと、各ユーザのステータスが表示されます。

ステップ 3 無線に関連付けらるユーザを追加するには、[Add] をクリックします。

[Search Users] ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、次のフィルタ

を使用して条件を選択することで、無線に関連付けるユーザを検索できます。

• [User Name] フィールド：ユーザのユーザ名を指定します。

• [First Name] フィールド：ユーザの名を指定します。

• [Last Name] フィールド：ユーザの姓を指定します。

• [Location] ドロップダウン リスト：ロケーションのリストから選択します。

ロケーションを設定する方法の詳細については、「ロケーションの管理」
（P.2-41）を参照してください。

• [Role] ドロップダウン リスト：Cisco IPICS ロールのリストから選択します。

• [Ops View] ドロップダウン リスト：ops ビューのリストから選択します。

ステップ 4 ユーザを検索するには、検索条件を入力し、[Go] をクリックします。条件をク

リアするには、[Clear Filter] をクリックします。

（注） Cisco IPICS 内のすべてのユーザを表示するには、検索条件を指定せず

に [Go] ボタンをクリックします。

検索条件の結果がリストに表示されます。

ステップ 5 無線に関連付けるユーザを選択するには、ユーザ名の左側にあるチェックボック

スをオンにし、[OK] をクリックします。

選択したユーザが [Users] タブのユーザ リストに表示されます。

（注） 各ユーザの横に表示されるチェックボックスをクリックし、[OK] をク

リックすることで、複数のユーザを同時に追加できます。
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ステップ 6 ユーザの無線の権限を表示または編集するには、ユーザ名の横に表示される

チェックボックスをクリックしてユーザを選択し、[Radio Permissions] ドロッ

プダウン リストから次のいずれかのオプションを選択します。

• Channel Selector Permissions：このオプションを選択すると、別のウィンド

ウにチャネル セレクタの権限が表示されます。このウィンドウでは、ユー

ザが通信できる特定のチャネルを設定できます。

• Control Function Permissions：このオプションを選択すると、別のウィンド

ウに無線制御機能の権限が表示されます。このウィンドウでは、ユーザが無

線を制御するためにアクセスできる特定の無線制御を設定できます。

（注） ユーザを選択していないか、複数のユーザを選択していると、[Radio 
Permissions] ドロップダウン リストはグレー表示されます。

ステップ 7 この無線に対するユーザの権限を選択するには、該当する [Radio Permissions] 
ウィンドウで次のいずれかの操作を行います。

• リスト間でチャネル セレクタまたは制御機能を移動するには、該当する項

目をクリックして強調表示し、[>] または [<] をクリックします。または、

項目をダブルクリックします。

• リスト間で一度に複数のチャネル セレクタまたは制御機能を移動するには、

Shift キーまたは Ctrl キーを押しながら項目をクリックし、[>] または [<] 
をクリックします。

• リスト間で一度にすべてのチャネル セレクタ / 制御機能を移動するには、

[>>] または [<<] をクリックします。

ステップ 8 [Save] をクリックします。

（注） シリアル無線を保存しているときに、無線接続で指定した IP アドレス /
ポートに到達できない場合は、無線が保存処理に 30 秒程度を要してい

る可能性があります。

ステップ 9 この無線への関連付けからユーザを削除するには、ユーザ名の左側にあるチェッ

クボックスをオンにし、[Delete] ボタンをクリックします。

削除するユーザの名前の左側にあるチェックボックスをオンにし、[Delete] ボタ

ンをクリックすることで、一度に複数のユーザを関連付けから削除できます。
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無線の有効化 /無効化

Cisco IPICS では、無線を有効または無効にできます。無線が無効であるとき

は、マルチキャスト アドレス、ロケーション、LLGT など、無線に関するその

他すべての属性を変更できます。ただし、無線が有効であるときは、これらの属

性を変更できません。

無線がアクティブな VTG の一部であるときに無線を無効にすると、無線は 
VTG から切断されます。

（注） 無線を定義した後は、無線を無効にしても無線タイプを変更できません。無線を

定義した後に無線タイプを変更するには、該当する無線を削除し、新しい無線イ

ンスタンスを作成する必要があります。無線タイプでトーンのタイプだけを変更

する場合は、同じ無線タイプの新しいディスクリプタ ファイルをアップロード

すると、変更内容が無線インスタンスに適用されます。ディスクリプタの詳細に

ついては、「無線ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。

無線を有効または無効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動しま

す。

ステップ 2 [Name] カラムで、有効または無効にする無線へのリンクをクリックします。

[General] タブに無線が表示されます。

ステップ 3 無線を有効または無効にするには、ウィンドウ下部にある [Enable] ボタンまた

は [Disable] ボタンをクリックします。

（注） 無線が現在有効であると、[Disable] ボタンが表示されます。無線が現在

無効であると、[Enable] ボタンが表示されます。

無線を有効または無効にしない場合は、[Cancel] をクリックしてください。
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無線の削除

不要になった無線は、Cisco IPICS から削除できます。1 つの無線を削除するこ

とも、一度に複数の無線を削除することもできます。

無線を削除する前に、その無線のチャネルに関連付けられているすべてのメディ

ア接続を削除する必要があります。

（注） チャネルに割り当てられているプールされた無線は削除できません。無線を削除

する前に、チャネルのアクティブ化の原因となった VTG を無効化するか、チャ

ネルをアクティブ化したすべてのユーザにチャネルを無効化させてください。無

線の割り当ては、無線の詳細ページの [Deallocate] ボタンをクリックして、強制

的に解除することもできます。無線の割り当てを強制的に解除したら、無線を削

除できます。

無線を削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動しま

す。

ステップ 2 削除する無線の横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

無線を削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

シリアル無線制御インターフェイスへのアクセスと使用 
シリアル制御された無線を設定したら、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch 
Console User Guide』で説明されているとおり、IDC から SRCI にアクセスして

使用できます。または、Cisco IPICS Administration Console からこの操作を行

うこともできます。
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Administration Console から SRCI にアクセスするには、次のいずれかの操作を

行います。

• [Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動し、[Name] カラムで目的の無

線へのリンクをクリックして、各タブの下部に表示される [Controls] をク

リックします。

• [Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動し、SRCI へのアクセスを行う

無線の横に表示されるチェックボックスをオンにして、[Radio Control] を
クリックします。

• [VTG Management] > [Virtual Talk Group] ウィンドウに移動し、VTG 名を

クリックします。[Participants] タブで、[Participants] ボックスまたは 
[Resources] ボックスに表示される無線をダブルクリックします。

• ユーザに関連付けられている無線である場合は、[User Management] > 
[Users] に移動し、ユーザを選択して、[Associations] をクリックします。

[Radio] タブを選択し、目的の無線を指定して、[Radio Control] をクリック

します。

SRCI は独自のページに表示され、次のように編成されています。

無線情報

SRCI 上部には、次のような情報や機能が表示されます。

• 無線の名前。無線の [General] タブにある [Name] フィールドに設定された

名前です。

• 無線のタイプ。無線ディスクリプタの定義に従って表示されます。

• 無線の接続ステータス。次のいずれかの値になります。

– CONNECTED_ONLINE：無線制御の準備は整っています。

– CONNECTED_OFFLINE：LMR ゲートウェイへの無線接続はアクティ

ブですが、Cisco IPICS は無線と通信できません。無線が無効になって

いる場合、正しい LMR ゲートウェイの正しい非同期回線に接続されて

いない場合、または接続された無線のタイプが正しくない場合に、この

ような状況になることがあります。

– AUTHENTICATION_FAILURE：無線の詳細で提供されたログイン ク
レデンシャルが正しくないため、IPICS は LMR ゲートウェイ上の指定

ポートに接続できません。

– SOCKET_FAILURE：Cisco IPICS は、無線の [General] タブに設定さ

れた LMR ゲートウェイの IP アドレスやポートに接続できません。IP 
アドレスまたはポート番号が正しくない場合、LMR ゲートウェイがオ
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フになっている場合、LMR ゲートウェイがネットワークから切断され

ているかネットワークに到達できない場合、または LMR ゲートウェイ

が使用中でクリアさせる必要がある場合に、このような状況になること

があります。

– DISCONNECTED：SOCKET_FAILURE または 
AUTHENTICATION_FAILURE が発生したため、Cisco IPICS が接続

を初期化していません。または接続の再初期化を実行中です。

– RADIO CONTROL SERVICE UNAVAILABLE：Cisco IPICS の無線制

御サービスがダウンしており、再起動する必要があります。

• [Reserve] / [Release] 切り替えボタン：[Reserve] ボタンを使用すると、この

無線を使用したい旨を他のユーザに知らせることができます。このボタンを

クリックすると、Cisco IPICS ユーザ名と完全な名前が [Reserved By] 
フィールドに表示されます。また、ボタンをクリックした日時が [Reserved 
On] フィールドに表示されます。さらに、ボタンの名前が [Release] に変わ

ります。この場合、他の SRCI ユーザおよび IDC ユーザには [Release] ボタ

ンが表示され、[Reserved By] フィールドと [Reserved On] フィールドには

ボタンをクリックしたユーザの情報が表示されます。

この機能は優遇措置として提供されるもので、他のユーザによる無線制御を

妨げるものではありません。どの SRCI ユーザまたは UDC ユーザでも、

[Release] ボタンをクリックできます。クリックが行われると、[Reserved 
By] と [Reserved On] の情報はクリアされ、ボタンの名前が [Reserve] に変

わります。

無線がアクティブな VTG である場合は、Cisco IPICS により 
[Reserve/Release] ボタンは無効に設定されます。さらに、[Reserved by] 
フィールドには、VTG 名とこの無線が VTG に追加された日時が表示され、

この無線がアクティブな VTG に追加された日時も表示されます （どのユー

ザでも、VTG によって予約されている無線を制御できます）。

無線の表示と制御

SRCI の上から 2 番目の領域には、次のような情報が表示されます。

• 制御された無線でアクティブになっているコール タイプ。続いて、チャネ

ル セレクタ名、プライベート コール エイリアス /ID、またはグループ コー

ル名が表示されます。コール タイプは、次のように示されます。

– [Channel/TG]：従来のチャネルおよびトランク トークグループのオペ

レーション

– [Private Call]：ユニット間のコール（iDEN および Sprint Nextel のみ）
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– [Group Call]：ダイナミック グループのオペレーション（iDEN および 
Sprint Nextel のみ）

• チャネルに着信の音声トラフィックがあると表示される緑色のアイコン。

• 無線への着信音声があり、無線が送話者 ID を検出すると、着信音声が再生

されている間、この ID がチャネル セレクタの下に表示されます。

• 設定された制御機能。各機能が、ボタンとして表示されます。各機能の現在

の状態が、対応するボタンの上に表示されます。

チャネル セレクタ

SRCI の上から 3 番目の領域には、チャネル セレクタが表示されます。設定され

たチャネル セレクタは、それぞれボタンとして表示されます。無線制御の設定

によっては、ユーザはチャネル セレクタ ボタンを押して、無線のチャネル /トー

クグループを変更したり、プライベート コールまたはグループ コールを発信し

たりできます。

IPICS Connect
Nextel 無線だけで使用できます。

SRCI の下部では、プライベート コール、グループ コール、コール アラート

（ページ）を発信できます。この領域は、Nextel 無線の場合に限り表示されます。

チャネル セレクタ領域からプライベート コールやグループ コールを発信する操

作は、ワンタッチで行うことができます。[IPICS Connect] ボックスから、アド

ホックなプライベート コールやグループ コールを発信できます。その際、あら

かじめ定義された、さまざまなグループのユーザを組み合わせることができま

す。あらかじめ定義された参加者や、アドホックな参加者に対してコール ア
ラート（ページ）を送信することも可能です。

[Select From Groups/Users] リストに表示される名前は、シリアル無線ディスク

リプタに定義されているプライベート コールやグループ コールのチャネル セレ

クタや Nextel 無線に関連付けられている Cisco IPICS ユーザから取得します。

プライベート コールを発信するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 次のいずれかの操作を行います。

• [Direct Connector Number] フィールドに、コールする直接接続番号を入力

し、[<<] をクリックして、[Participants] リストに番号を移動します。この

番号は、Nextel でサポートされている形式でなければなりません。
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• [Groups/Users] リストで、コールするユーザの名前をクリックし、[<<] を
クリックして、その名前を [Participants] リストに移動します。

ステップ 2 [Call] をクリックして、選択した数のユーザへのプライベート コールを発信しま

す。

グループ コールを発信するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Group/User Alias] フィールドにグループ名（1 ～ 20 文字）を入力します。

ステップ 2 次のいずれか、または両方の操作を行います。

• [Direct Connector Number] フィールドに直接接続番号を入力し、[<<] をク

リックして、[Participants] リストに番号を移動します。

• [Groups/Users] リストで名前をクリックし、[<<] をクリックして、

[Participants] リストにその項目を移動します。

必要に応じてこの手順をくり返し、[Participants] リストで 大 20 の項目を指定

します。

ステップ 3 [Call] をクリックし、グループ コールを発信します。

コール アラート（「ページ」とも呼ばれる）を送信するには、次の手順に従って

ください。

ステップ 1 次のいずれかの操作を行います。

• [Direct Connector Number] フィールドに、ポケットベルで発信する直接接

続番号を入力し、[<<] をクリックして、[Participants] リストに番号を移動

します。

• [Groups/Users] リストで、ポケットベルで連絡するユーザの名前をクリック

し、[<<] をクリックして、その名前を [Participants] リストに移動します。

ステップ 2 [Alert] をクリックして、選択した直接接続番号またはユーザにアラートを発信

します。

コール アラートは、一度に 1 人の参加者だけに対して送信できます。
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無線ディスクリプタの管理
この項では、無線およびトーン ディスクリプタの管理タスクについて説明します。

次のトピックについて取り上げます。

• 「無線ディスクリプタ」（P.9-31）

• 「トーン ディスクリプタ」（P.9-35）

• 「IDC 操作に関する警告事項」（P.9-46）

• 「[Descriptors] ウィンドウの概要」（P.9-48）

• 「ディスクリプタの追加」（P.9-50）

• 「無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタの更新」（P.9-52）

• 「無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタの削除」（P.9-53）

無線ディスクリプタ

無線ディスクリプタは、特定のタイプのトーン制御やシリアル制御無線がサポー

トする制御を定義します。

（注） 無線タイプは、無線やトーン制御されたハードウェアの特定のタイプやモデルを

指すことがあります。たとえば、インバンド トーンを読み取り、接続された無

線の設定が変更される CPI ボックスなどが挙げられます。

無線ディスクリプタは .xml ファイルで、無線機能の制御に使用されるコマンド

が記述されています。これらのファイルには、次のような要素が含まれます。

• ChannelSelectors：無線の周波数変更に使用されます。

• ControlFunctions：ステートフルな制御（電力設定、暗号化のオン /オフな

ど）とシンプル（一時）制御（監視、スキャンなど）があります。

（注） Administration Console でディスクリプタ タイプを選択するときは、Tone Radio 
ディスクリプタ タイプは無線ディスクリプタ ファイルを指し、Tones ディスク

リプタ タイプはトーン ディスクリプタ ファイルを指すことに注意してくださ

い。詳細については、「ディスクリプタの追加」（P.9-50）および「無線ディスク

リプタとトーン ディスクリプタの更新」（P.9-52）を参照してください。
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各無線機能について、その機能を有効または無効にするため無線に送信する必要

のあるトーン（イベント）は、無線ディスクリプタで定義します。

（注） トーン制御のチャネル セレクタと制御機能（ステートフルとシンプルの両方）

では、Cisco IPICS は RFC 2833 トーンだけをサポートします。詳細について

は、「IDC 操作に関する警告事項」（P.9-46）を参照してください。

制御機能を定義するトーン制御シーケンスは、無線ディスクリプタに直接含める

こともできますし、トーン ディスクリプタ ファイルに名前を指定して参照する

こともできます。トーン ディスクリプタの詳細については、「トーン ディスクリ

プタ」（P.9-35）を参照してください。

Cisco IPICS サーバには無線ディスクリプタ ファイルのサンプルが用意されてい

ますが、使用する無線ハードウェアを適切にモデル化するように、サンプルを変

更するか追加の無線ディスクリプタを作成することが必要になる場合がありま

す。サンプル ファイルは、ディスクリプタのリストに含まれています。

無線ディスクリプタを変更または作成する場合、制御対象とする無線またはその

他のデバイスがサポートする特定のトーン シーケンスについては、製品に付属

のマニュアルを参照してください。

注意 .xml ファイルを不適切に作成したために、無線ディスクリプタ ファイルを削

除したり、無線ディスクリプタ ファイルから要素を削除したりすると、予期

しない結果を招く場合があります。無線ディスクリプタ ファイルの変更は、

絶対必要な場合に限り行うことをお勧めします。

ディスクリプタ ファイルを追加または変更する方法の詳細については、「無線

ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。ディスクリプタ ファイ

ルの有効な .xml エントリと無効な .xml エントリの例については、「ディスクリ

プタ .xml ファイルの例」（P.9-33）を参照してください。

無線ディスクリプタの形式のサンプルについては、「無線ディスクリプタの形式」

（P.9-33）を参照してください。
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無線ディスクリプタの形式

無線ディスクリプタ .xml ファイルの形式について、次に例を示します。

無線ディスクリプタ ファイル形式

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ipics:RadioTypeDescriptor... name="CPITestBox"> 

表示の意味は次のとおりです

name= は、UI に表示される無線タイプの名前を表します。この名前は一意であ

ることが必要です。

<Commands>... </Commands>

Commands は、「マクロのような」トーン /イベント シーケンスを定義します。

これは、無線ディスクリプタ内の任意の場所で使用できます。

<ChannelSelectors>... </ChannelSelectors>

ChannelSelectors は、無線で各チャネルを使用するために必要なトーン シーケ

ンスを定義します。

<ControlFunctions>... </ControlFunctions>

ControlFunctions は、ステートフルな状態を有効にするために送信することが必

要となる、ステートフル制御シーケンスとトーンを定義します。

ディスクリプタ .xml ファイルの例

有効な無線シグナリング .xml エントリの形式について、次に例を示します。こ

の例では、6 つ以上の連続する RFC 2833 トーン シーケンスを示しますが、これ

らは各トーンが 低 1 ms のポーズ エントリ（周波数 = 0 トーン）で区切られて

いるため有効です。

<Signal shortName="TV" longName="Start TV" description="Start the 
Television">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="100" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="200" /> 
.
.
.
duration="40" frequency="600" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="1" frequency="0" /> 
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            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="700" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="800" /> 
        </Command>
    </Action>
</Signal>

残りの例では、無効なエントリを示します。

次の例は、無線シグナリングのトーン シーケンスの一部である 6 つ以上の 
RFC 2833 トーン エントリを示しており、ポーズ エントリは含まれていません。

<Signal shortName="TV" longName="Start TV" description="Start the 
Television">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="100" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="200" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="300" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="400" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="500" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="600" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="700" /> 
        </Command>
    </Action>
</Signal>

次の例は、無線制御トーン シーケンスの一部である DTMF イベントを示してい

ます。

<ChannelSelector label="F2">
    <Action type="tune">
        <CommandRef href="hlgt" /> 
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1850" /> 
            <Rfc2833Event db="-30" duration="200" event="5" />
        </Command>
    </Action>
    <Action type="begintransmit">
        <CommandRef href="hlgt" /> 
        <Command>
           <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1850" /> 
           <Rfc2833Event db="-30" duration="200" event="5" />
        </Command>
        <CommandRef href="llgt" /> 
    </Action>
</ChannelSelector>
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次の例は、6 つ以上の連続する RFC 2833 無線制御トーン シーケンスを示してい

ます。

<State shortName="On">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="-10" duration="200" frequency="1105" />
.
.
.

<Rfc2833Tone db="-10" duration="200" frequency="1605" /> 
            <Rfc2833Tone db="-10" duration="200" frequency="1705" />            
        </Command>
    </Action>
</State>

トーン ディスクリプタ

トーン ディスクリプタ ファイルは .xml ファイルであり、1 つまたは複数の 
Cisco IPICS チャネルに関連付けることができるコマンドと無線信号を定義しま

す。コマンドはどの無線ディスクリプタからも参照でき、信号はどのチャネルに

も関連付けることができます。

トーン シーケンスは、無線の制御またはチャネルのシグナリングに使用される

トーンおよびイベントのリストです。トーン シーケンスの詳細については、

「チャネル セレクタと制御シーケンスの設定」（P.9-5）を参照してください。

大部分のトーン制御無線は、トーン シーケンス セットをサポートしています。

RF チャネルを変更するために使用されるシーケンスもありますが、その他の

シーケンスは無線のスキャン機能を有効にするために使用されます。そのほかに

も、トーン シグナリングに使用される数多くのトーン シーケンスがあります。

トーン シーケンスについては、Cisco IPICS は RFC 2833 トーンと RFC 2833 イ
ベント（DTMF）コマンドの両方をサポートしています。詳細については、

「IDC 操作に関する警告事項」（P.9-46）を参照してください。

ディスクリプタ ファイルの有効なエントリと無効なエントリの例については、

「ディスクリプタ .xml ファイルの例」（P.9-33）を参照してください。

一時制御とは異なり、信号によって無線の設定は変更されません。信号は音声の

ように扱われ、現在チューニングされている無線チャネル周波数で伝送されます。

シーケンス内の各トーンは、周波数（0 ～ 3999 Hz）、デシベル（db）レベル

（0 ～ -63）、および持続期間（ミリ秒）で指定されます。このトーン シーケンス

は、別の無線で使用できます。トーン シグナリングを可能とするため、シーケ

ンス内の各テレフォニー イベントはイベント タイプ（0 ～ 255）、db レベル

（0 ～ -63）、および持続期間（ミリ秒）で指定されます。
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（注） RFC 2833 トーンまたはイベントの 大持続期間は 8 秒間です。詳細について

は、「IDC 操作に関する警告事項」（P.9-46）を参照してください。

Cisco IPICS サーバには、トーン ディスクリプタ ファイルのサンプル

（ExampleToneSet.xml）にシグナリング シーケンスが用意されていますが、使

用する無線ハードウェアを適切にモデル化するように、サンプル ファイルを変

更するか追加のトーン ディスクリプタを作成することが必要になる場合があり

ます。ディスクリプタを追加または更新する方法の詳細については、「無線ディ

スクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。

（注） • トーン ディスクリプタを変更または作成する場合、制御対象とする無線ま

たはその他のデバイスがサポートする特定のシグナリング シーケンスにつ

いては、製品に付属のマニュアルを参照してください。

• Administration Console でディスクリプタ タイプを選択するときは、Tone 
Radio ディスクリプタ タイプは無線ディスクリプタ ファイルを指し、Tones 
ディスクリプタ タイプはトーン ディスクリプタ ファイルを指すことに注意

してください。詳細については、「ディスクリプタの追加」（P.9-50）および

「無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタの更新」（P.9-52）を参照して

ください。

注意 .xml ファイルを不適切に作成したために、無線ディスクリプタ ファイルに

よって参照されているトーン ディスクリプタ ファイルを削除したり、トーン 
ディスクリプタ ファイルから要素を削除したりすると、予期しない結果を招

く場合があります。トーン ディスクリプタ ファイルの変更は、絶対必要な場

合に限り行うことをお勧めします。

[Descriptors] ウィンドウのディスクリプタ管理機能の詳細については、「[Descriptors] 
ウィンドウの概要」（P.9-48）を参照してください。

シリアル ディスクリプタ

次の各項では、シリアル無線制御用のシリアル ディスクリプタを作成する際の、

一般的な手順を説明します。
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• 「手順 1：ヘッダーの作成」（P.9-37）

• 「手順 2：ボディの作成」（P.9-37）

手順 1：ヘッダーの作成

無線ディスクリプタは、要素 <SerialRadioTypeDescriptor> で開始します。この

要素には、次のような属性が含まれます。

• name：1 ～ 64 文字で、無線ディスクリプタの名前を指定します。

• controlType：常に SERIAL に設定されます。

• controlModule：制御対象とする無線のタイプを指定します。Sprint Nextel 
ネットワークまたはプライベート iDEN ネットワークの iDEN 無線の場合

は、「Nextel」を使用します。EF Johnson モデルの 5300 移動無線の場合は

「EFJohnson」を使用します。

次に、シリアル ディスクリプタ ヘッダーの例を示します。

<ipics:SerialRadioTypeDescriptor xmlns:ipics= 
"urn:com.cisco.ipics.RadioDescriptor"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:com.cisco.ipics.RadioDescriptor 

../../SerialRadioTypeDescriptor.xsd "
name="Nextel"
controlType="SERIAL"
controlModule="Nextel">

手順 2：ボディの作成

無線ディスクリプタのボディには、<ChannelSelectors> と <ControlFunctions> 
の 2 つのメイン セクションがあります。それぞれ、SRCI に表示されるボタンを

定義します。

チャネル セレクタ

<ChannelSelector> 要素は、特定の通信モードの無線を設定するコントロールで

す。このコントロールにより、無線でのチャネル /トークグループの選択や、プ

ライベートまたはダイナミックなグループ コールの発信を行うことができます。

各 <ChannelSelector> には、1 ～ 12 文字の「label」属性が必要です。label 属性

により、SRCI に表示されるボタンの名前を定義します。
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<ChannelSelector> 内の <Action> 要素には、「type」属性が含まれます。この属

性は「tune」に設定する必要があります。これにより、このコントロールが通信

に関連することを示します。

<Action> 要素には、<Command> 要素が含まれます。この属性はチューニング

を指定するもので、<Channel> または <GroupCall> が設定されます。

チャネルまたはトークグループの選択

チャネルまたはトークグループのコントロールでは、<Command> 内の要素は 
<Channel> であることが必要です。<Channel> 要素には、これらの属性が含ま

れている必要があります。

• zone：このチャネル セレクタを表示する無線で有効なゾーンに設定します。

• channel：このチャネル セレクタを表示する無線で有効なチャネルに設定し

ます。

iDEN 無線には、ゾーンやチャネルという概念はありません。これらの無線で

は、zone 属性は常に 1 に設定します。channel 属性はトークグループ ID を示す

もので、1 ～ 200 の範囲で指定します。

<ChannelSelector> 要素の使用方法について、次に例を示します。

<ChannelSelector label="CHAN 5">
<Action type="tune">

<Command>
<Channel zone="1" channel="5" />

</Command>
</Action>

</ChannelSelector>

プライベート コールの設定 
この機能は、iDEN 無線だけで使用できます。

プライベート コールを設定するチャネル セレクタを定義するには、

<Command> 要素に <GroupCall> という子要素が必要です。<GroupCall> 要素

には「name」属性があり、この属性を使用してプライベート コールを示すボタ

ンの名前を定義します。「name」属性には、1 ～ 12 文字を指定できます。

<GroupCall> 要素には、このコールに参加するリモート無線の ID を指定しま

す。無線は <Call> 要素で表され、「number」という属性が含まれます。

<Call> 要素で、参加者の直接接続番号とともに iDEN プライベート コールを指

定する方法について、次に例を示します。

<ChannelSelector label="W Plinge">
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<Action type="tune">
<Command>

<GroupCall groupName="W Plinge">
<Call number="123*45678*9" />

</GroupCall>
</Command>

/Action>
</ChannelSelector>

グループ コールの設定 
この機能は、ダイナミック グループ コールの機能がある iDEN ネットワークで、

iDEN 無線だけで使用できます。

グループ コールを設定できるチャネル セレクタを定義するには、<Command> 
要素に <GroupCall> という子要素を 1 つ以上含めます。各 <GroupCall> 要素に

は「name」属性があり、この属性を使用してプライベート コールを示すボタン

の名前を定義します。「name」属性には、1 ～ 12 文字を指定できます。

<Call> 要素で、参加者の直接接続番号とともに iDEN グループ コールを指定す

る方法について、次に例を示します。

<ChannelSelector label="My Team">
<Action type="tune">

<Command>
<GroupCall groupName="My Team">

<Call number="123*45678*9" />
<Call number="123*45678*10" />
<Call number="123*45678*11" />
<Call number="123*45678*12" />

</GroupCall>
</Command>

</Action>
</ChannelSelector>

制御機能

ControlFunctions は、制御無線の特定の機能を制御できるボタンを SRCI 上に定

義します。この機能は、iDEN 無線には存在しません。これらの機能は、次のよ

うな属性とともに <Simple> 要素としてリストされます。

「shortName」は、制御機能の属性です。1 ～ 12 文字で指定し、SRCI に表示さ

れるコントロールの名前を定義します。

「description」は、制御機能の属性です。制御機能の特質を説明します。
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各 <Simple> 要素には <Action> 要素が含まれます。<Action> 要素は、「type」
属性とともに制御機能を定義する要素です。<Action> 要素の値は常に

「pressed」に設定し、制御機能の特定のコマンドを定義する <Command> 要素を

含めます。

Cisco IPICS には、次のような制御機能が用意されています。

• Monitor：制御された無線で監視モードを有効または無効にするには、

<ControlFunctions> で次のような xml を使用します。

<Stateful shortName="MON" longName="Monitor" description="Set 
Monitor Mode" presentation="multiple">
                     <State shortName="ON" longName="ON" 
description="Monitor mode is on" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                   <Command>
                                         <SetMonitorMode 
value="ON" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="OFF" longName="OFF" 
description="Monitor mode is off" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetMonitorMode 
value="OFF" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Monitor mode is in an unknown state" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetMonitorMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Monitor mode is not supported" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetMonitorMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
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                           </Action>
                     </State>
              </Stateful>

• Secure Transmit Mode：制御された無線でセキュアな転送モードとクリアな

伝送モードを切り替えるには、<ControlFunctions> 内で次のような xml を
使用します。

<Stateful shortName="SEC" longName="Secure Tx Mode" 
description="Select Between Secure and Clear Transmit Modes" 
presentation="multiple">
                     <State shortName="SEC" longName="SECURE" 
description="Secure transmit mode is set to SECURE" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="SECURE" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="CLR" longName="CLEAR" 
description="Secure transmit mode is set to CLEAR" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="CLEAR" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="KEYFL" longName="KEYFAIL" 
description="Keyfail. Key required for encryption is not present" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="KEYFAIL" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="NOENC" 
longName="NO_ENCRYPT" description="No encryption module present" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="NO_ENCRYPT" />
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                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="MSMTCH" longName="MISMATCH" 
description="Mismatch between user selected secure transmit mode 
and actual fixed/strapped tx mode" user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="MISMATCH" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Secure/Clear Transmit mode is in an unknown state" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Encryption is not supported" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetSecureTxMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
              </Stateful>

• Repeater/Talkaround：制御された無線でリピータ モードとトークアラウン

ド モードを切り替えるには、<ControlFunctions> 内で次のような xml を使

用します。

<Stateful shortName="RTA" longName="Repeater/Talkaround" 
description="Select Between Repeater and Talkaround Transmit 
Modes" presentation="multiple">
                     <State shortName="RPTR" longName="REPEATER" 
description="Transmit mode is set to REPEATER" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
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                                         <SetRepeaterTaMode 
value="REPEATER" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="TA" longName="TALKAROUND" 
description="Transmit mode is set to TALKAROUND" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetRepeaterTaMode 
value="TALKAROUND" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Repeater/Talkaround mode is in an unknown state" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetRepeaterTaMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Repeater/TA mode selection is 
not supported" user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetRepeaterTaMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
              </Stateful>

• Transmit Power：制御された無線で伝送電力を切り替えるには、

<ControlFunctions> 内で次のような xml を使用します。

<Stateful shortName="PWR" longName="Transmit Power Mode" 
description="Change the transmit power level" 
presentation="multiple">
                     <State shortName="HIGH" longName="HIGH" 
description="Transmit power mode is set to HIGH" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
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                                         <SetTxPowerMode 
value="HIGH" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="LOW" longName="LOW" 
description="Transmit power mode is set to LOW" 
user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetTxPowerMode 
value="LOW" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Transmit power mode is in an unknown state" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetTxPowerMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Transmit power mode selection 
is not supported" user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetTxPowerMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
                            </Action>
                     </State>
              </Stateful>

• Scan：制御された無線でスキャン モードを切り替えるには、

<ControlFunctions> 内で次のような xml を使用します。

<Stateful shortName="SCN" longName="Scan" description="Set Scan 
Mode" presentation="multiple">
                     <State shortName="ON" longName="ON" 
description="Scan is on" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetScanMode value="ON" 
/>
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                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="OFF" longName="OFF" 
description="Scan is off" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetScanMode value="OFF" 
/>
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Scan is in an unknown state" user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetScanMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Scan is not supported" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetScanMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
              </Stateful>

• Emergency Mode：制御された無線で緊急モードを切り替えるには、

<ControlFunctions> 内で次のような xml を使用します。

<Stateful shortName="EMG" longName="Emergency" 
description="Enable/Disable Emergency Mode" 
presentation="multiple">
                     <State shortName="ON" longName="ON" 
description="Emergency mode is on" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetEmergencyMode 
value="ON" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
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                     <State shortName="OFF" longName="OFF" 
description="Emergency mode is off" user_selectable="true">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetEmergencyMode 
value="OFF" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNKWN" longName="UNKNOWN" 
description="Emergency mode is in an unknown state" 
user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetEmergencyMode 
value="UNKNOWN" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
                     <State shortName="UNSPRT" 
longName="UNSUPPORTED" description="Emergency mode is not 
supported" user_selectable="false">
                           <Action type="pressed">
                                  <Command>
                                         <SetEmergencyMode 
value="UNSUPPORTED" />
                                  </Command>
                           </Action>
                     </State>
              </Stateful>

IDC 操作に関する警告事項

シリアル制御で CTRL ボタンを使用すると、無線を制御するためのブラウザ 
ベースの UI が開きます。

トーン制御された無線を使用している場合、無線ディスクリプタ ファイルや

トーン ディスクリプタ ファイルでトーン シーケンスを設定するときは、次のよ

うな IDC 操作の警告に注意してください。

• トーン制御シーケンス（チャネル セレクタと無線制御機能）で Cisco IPICS 
がサポートするのは RFC 2833 トーンだけです（DTMF エントリはサポー

トされません）。
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• トーン制御シーケンスに RFC 2833 トーンを 7 つ以上連続して入力はできま

せん。

RFC 2833 トーンの形式について、次に例を示します。

<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="100" /> 
A tone sequence is a sequence of tones, as shown in the following 
example:
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="100" /> 
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="200" /> 
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="300" /> 
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="400" /> 
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="500" /> 
<Rfc2833Tone db="0" duration="40" frequency="600" /> 

（注） 上記の例に示すトーン シーケンスでは、RFC 2833 トーンが連続して示されるの

は 6 つまでです（"100" ～ "600"）。

• トーン シグナリングについては、Cisco IPICS は RFC 2833 トーンと 
RFC 2833 イベント（DTMF）コマンドの両方をサポートしています。

6 番目のトーン イベントがポーズ エントリ（1 ミリ秒など）や DTMF ディ

ジット エントリ（200 ミリ秒に 1 ディジットなど）で区切られている場合

は、RFC 2833 トーンを 7 つ以上連続させて入力できます。

（注） DTMF ディジットを入力するときは、ローカルな仕様に準じて DTMF 
が検出されるように、ディジット間の遅延を設定してください。米国 で
の仕様では、40 ミリ秒の遅延が必要です。

シグナリング トーン シーケンスで使用できる DTMF エントリの数に制限は

ありません。

（注） 次の例に示すように、トーンに周波数ゼロ（0）を指定してポーズを定

義できます。

<Rfc2833Tone db="0" frequency="0" duration="40" />

表示の意味は次のとおりです。

db="0" frequency="0" はポーズ エントリを示します。
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• シグナリング シーケンスであるか制御シーケンスであるかにかかわらず、

トーン シーケンスは RFC 2198 パケットにグループ化されるため、一部の

トーンに対しては 大持続期間（duration）が設定されます。たとえば、

トーン シーケンスのトーンの総数が「n」であるとき（max（n）= 6）、 初

の（n-1）トーンの 大持続期間は 2 秒を超えて設定はできません。

• RFC 2833 トーンまたはイベントの 大持続期間は 8 秒間です。

• 1 秒を超えるプリアンブル トーンはトークスパートの開始を意味するため、

音声の遅延は 大でも 1 秒間となります。

ディスクリプタ ファイルの有効なエントリと無効なエントリの例については、

「ディスクリプタ .xml ファイルの例」（P.9-33）を参照してください。

[Descriptors] ウィンドウの概要

[Descriptors] ウィンドウには、Cisco IPICS に追加した無線、トーン、およびシ

リアルの各ディスクリプタ ファイルについての情報がリストされます。

このウィンドウでは、無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタについて一

部の管理機能を実行することもできます。[Descriptors] ウィンドウを表示する

には、Administration Console で [Configuration] > [Descriptors] に移動します。

表 9-4 を使用して、[Descriptors] ウィンドウの項目について説明します。
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表 9-4 [Descriptors] ウィンドウのフィールド

フィールド 説明 参照先

[Name] フィールド Cisco IPICS がサポートする無線タイ

プの名前が表示されます。

「無線ディスクリプタ」（P.9-31）、
「トーン ディスクリプタ」

（P.9-35）および「ディスクリプタ

の追加」（P.9-50）を参照してくだ

さい。

[File Name] フィールド 無線 /トーン ディスクリプタ .xml 
ファイルの名前が表示されます。

[Type] フィールド ディスクリプタのタイプが表示され

ます。

（注） Administration Console で
ディスクリプタ タイプを選択

するときは、Tone Radio ディ

スクリプタ タイプは無線ディ

スクリプタ ファイルを指し、

Tones ディスクリプタ タイプ

はトーン ディスクリプタ ファ

イルを指すことに注意してく

ださい。

[File Size (KB)] フィー

ルド

ディスクリプタ ファイルのサイズが

表示されます。

[Last Update] フィールド ディスクリプタ ファイルが 後に変

更された日時が表示されます。

[Add] ボタン このボタンをクリックすると、新し

いディスクリプタ ファイルが追加さ

れます。

「ディスクリプタの追加」（P.9-50）
を参照してください。

[Update] ボタン このボタンをクリックすると、既存

のディスクリプタ ファイルが更新さ

れます。

「無線ディスクリプタとトーン 
ディスクリプタの更新」（P.9-52）
を参照してください。

[Delete] ボタン このボタンをクリックすると、

Cisco IPICS からディスクリプタ ファ

イルが削除されます。

「無線ディスクリプタとトーン 
ディスクリプタの削除」（P.9-53）
を参照してください。
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ディスクリプタの追加

Administration Console の [Configuration] > [Descriptors] ウィンドウを使用する

と、Cisco IPICS にディスクリプタを追加できます。

ディスクリプタの詳細については、「無線ディスクリプタ」（P.9-31）および

「トーン ディスクリプタ」（P.9-35）を参照してください。

ディスクリプタ ファイルの有効な .xml エントリと無効な .xml エントリの例に

ついては、「ディスクリプタ .xml ファイルの例」（P.9-33）を参照してください。

（注） Administration Console でディスクリプタ タイプを選択するときは、Tone Radio 
ディスクリプタ タイプは無線ディスクリプタ ファイルを指し、Tones ディスクリ

プタ タイプはトーン ディスクリプタ ファイルを指すことに注意してください。

表示コントロール

[Rows per page] ドロッ

プダウン リスト

ディスクリプタ リストの 1 ページに

表示するディスクリプタの行数を指

定します。

「項目リストの移動」（P.1-19）を

参照してください。

[Page] フィールド 特定のページのディスクリプタを表

示します。

[|<] （ 初のページ）ボ

タン

ディスクリプタ リストの 初のペー

ジを表示します。

[<] （前のページ）ボタ

ン

ディスクリプタ リストの前のページ

を表示します。

[>] （次のページ）ボタ

ン

ディスクリプタ リストの次のページ

を表示します。

[>|] （ 後のページ）ボ

タン

ディスクリプタ リストの 後のペー

ジを表示します。

表 9-4 [Descriptors] ウィンドウのフィールド （続き）

フィールド 説明 参照先
9-50
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 9 章     無線と無線ディスクリプタの管理

    無線ディスクリプタの管理
新しいディスクリプタ ファイルを追加するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console から、[Configuration] > [Descriptors] ウィ

ンドウに移動します。

ステップ 2 [Descriptors] ウィンドウで、[Add] をクリックします。

[New Descriptor] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Descriptor Type] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選

択します。

• Tone Radio：トーン制御無線のディスクリプタ ファイルを追加するには、

このオプションをクリックします。

• Serial Radio：シリアル制御無線のディスクリプタ ファイルを追加するに

は、このオプションをクリックします。

• Tones：トーン ディスクリプタ ファイルを追加するには、このオプションを

クリックします。

ステップ 4 追加するディスクリプタ ファイルを指定するには、[Browse] をクリックします。

ステップ 5 [Choose File] ウィンドウで、追加するディスクリプタ ファイルのロケーション

に移動し、ファイルを強調表示します。

ステップ 6 [Open] をクリックします。

[File to Upload] フィールドに、選択したディスクリプタ ファイルが設定されま

す。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

ディスクリプタを追加しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

（注） 既存のディスクリプタ ファイルを変更する場合は、「無線ディスクリプ

タとトーン ディスクリプタの更新」（P.9-52）で説明する手順に従って

ください。
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無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタの更新

[Descriptors] ウィンドウを使用して、Cisco IPICS の既存のディスクリプタを更

新できます。

（注） Administration Console でディスクリプタ タイプを選択するときは、Tone Radio 
ディスクリプタ タイプは無線ディスクリプタ ファイルを指し、Tones ディスクリ

プタ タイプはトーン ディスクリプタ ファイルを指すことに注意してください。

無線ディスクリプタを更新して新しいチャネル セレクタや制御機能を追加する

と、このディスクリプタを現在使用しているすべての無線インスタンスも更新さ

れます。これらの無線インスタンスを使用している IDC ユーザについても、そ

の IDC クライアントが更新されます。

トーン ディスクリプタを更新すると、新しくアップロードされたファイルがシ

ステムによってチェックされ、無線ディスクリプタ ファイルによって使用され

ている可能性のあるコマンドが不足していないかどうかが確認されます。

（注） アップロードした新しいファイルで、無線ディスクリプタで使用されているコマ

ンドが不足していると、更新できません。

無線ディスクリプタおよびトーン ディスクリプタの詳細については、「無線ディ

スクリプタ」（P.9-31）および「トーン ディスクリプタ」（P.9-35）を参照してく

ださい。

無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタを更新するには、次の手順を実行

します。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console から、[Configuration] > [Descriptors] ウィ

ンドウに移動します。

ステップ 2 更新するディスクリプタの横に表示される無線のボタンをクリックします。

ステップ 3 [Update] をクリックします。

ステップ 4 [File to Upload] フィールドの横に表示される [Browse] ボタンをクリックします。

ステップ 5 [Choose File] ウィンドウで、更新に使用するディスクリプタ ファイルのロケー

ションに移動し、ファイルを強調表示します。
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ステップ 6 [Open] をクリックします。

[File to Upload] フィールドに、選択したディスクリプタ ファイルが設定されます。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

ディスクリプタを更新しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。

（注） 同じタイプの無線に複数の無線ディスクリプタ ファイルがある場合、

Cisco IPICS サーバでは 後にアップロードされたファイルが使用され

ます。この機能を利用して、新しいディスクリプタ ファイルをアップ

ロードすることにより、目的の無線タイプの無線ディスクリプタ ファイ

ルを更新できます。

無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタの削除

Cisco IPICS から無線ディスクリプタとトーン ディスクリプタを削除できます。

無線で使用されている無線ディスクリプタ ファイルは削除できません。

無線ディスクリプタおよびトーン ディスクリプタの詳細については、「無線ディ

スクリプタ」（P.9-31）および「トーン ディスクリプタ」（P.9-35）を参照してく

ださい。

無線を削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console から、[Configuration] > [Radios] ウィンドウに移動しま

す。

ステップ 2 削除する無線の横に表示されるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Delete] をクリックします。

削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 削除を確定する場合は、[OK] をクリックします。

無線を削除しない場合は、[Cancel] をクリックしてください。
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Cisco IPICS のハイ アベイラビリ
ティの設定と管理

Cisco IPICS には、単一障害点のないハイ アベイラビリティを提供するため、セ

カンダリのホット スタンバイ サーバを設定するオプションがあります。プライ

マリ サーバで障害が発生した場合は、そのセカンダリ サーバが自動的に、通信

の中断なくサービスを引き継ぎます。この章では、ハイ アベイラビリティ機能

について詳細に説明します。ここでは次のトピックを取り上げます。

• 「概要」（P.10-2）

• 「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）

• 「HA の設定解除」（P.10-9）

• 「IDC 接続に対する HA の影響」（P.10-10）

• 「接続されたデバイスに対する HA の影響」（P.10-12）

• 「HA サーバのサーバ時間の同期」（P.10-13）

• 「手動フェールオーバーの実行」（P.10-14）

• 「スプリット ブレーンのシナリオの解決」（P.10-15）

• 「長時間のサーバ ダウンタイム後の HA 設定の再確立」（P.10-22）
10-1
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    概要
概要
Cisco IPICS のハイ アベイラビリティ（HA）機能では、2 つの Cisco IPICS サー

バを冗長ペアとして構成し、システム ユーザおよび接続されているデバイスを

管理する 1 つの アクティブ サーバと、アクティブ サーバに問題が発生したりオ

フラインになったりした場合に管理を引き継ぐため待機する 2 番目のスタンバイ 
サーバ を設定することができます。

アクティブ サーバとスタンバイ サーバの定義

初期設定の際、プライマリ サーバとスタンバイ サーバのロールは、サーバにイ

ンストールされているライセンス ファイルの種類によって決定されます。

• IPICS ベース サーバ ライセンスとポリシー エンジン基本ライセンスは、プ

ライマリ サーバとして指定するサーバにインストールします。このサーバ

が、アクティブのロールを担うことになります。

• セカンダリ サーバに指定するサーバには、ハイ アベイラビリティ ライセン

スだけをインストールします。このサーバが、スタンバイのロールを担うこ

とになります。

サーバのペアが HA モードで稼動を始めた後は、アクティブとスタンバイのロー

ルをサーバ間で切り換えることができます。ユーザは Cisco IPICS 
Administration Console にログインすると、自動的に現在アクティブなサーバに

ログインされます。

ヒント 詳細については、『Cisco IP Interoperability and Collaboration System Server 
Installation Guide』の「Managing Your Licenses」の項を参照してください。

セキュア通信を使用するリモート サーバ ロケーション

冗長 Cisco IPICS サーバは、それぞれ REMOTE ロケーションに配置して、一方

のロケーションにおける重大な障害が他方のサーバに影響しないようにすること

ができます。セキュア通信は初期設定の際に確立され、このときに両サーバが 1 
回だけの SSH/TLS 証明書と公開キーの交換を行います。詳細については、

「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してください。
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    概要
ローカルの重要プロセスの障害によるサーバのフェールオー
バー 

ローカルの重要なプロセス（Tomcat など）に障害が発生すると、アクティブ 
サーバはスタンバイ サーバに対し、アクティブ ロールを担うようにと指示を出

します。このプロセスには数分かかる場合があります。またこのプロセスは、ス

タンバイ サーバが準備完了状態で待機しており、到達可能であることを前提と

しています。

ハートビート メッセージの損失によるサーバのフェールオー
バー

各冗長サーバは、交信を定期的なハートビート メッセージによっても維持しま

す。アクティブ サーバが、設定された時間の経過後もこのメッセージに応答し

ない場合は、スタンバイ サーバがアクティブ ロールを担います。このハート

ビート通信の損失は、ネットワーク接続の切断やハードウェア障害によって発生

することがあります。

デフォルトでは、プライマリ サーバとスタンバイ サーバはハートビート メッ

セージを 15 秒ごとに交換します。5 回のハートビート メッセージが失敗すると

（計 75 秒間）、スタンバイ サーバがアクティブ ロールを担います。

必要に応じてデフォルトのハートビート時間を変更するには、「Cisco IPICS 
サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してください。

IDC および接続されたデバイスへのフェールオーバーの影響

フェールオーバーが発生すると、切り替えが完了するまで IDC 接続が一時的に

失われる場合があります。ただしコンソールはオフライン モードで動作を続け、

ユーザが何も操作を行わなくても、自動的に新しいサーバに再接続されます。元

のサーバがオンラインに戻りスタンバイ ロールを担っても、コンソールの接続

は中断されません。詳細については、「IDC 接続に対する HA の影響」（P.10-10）
を参照してください。

iPhone のような一部の接続デバイスも、フェイルオーバーの際に接続が途切れ

ることはありません。Cisco Unified IP Phone や標準的な電話機などのその他の

デバイスは、手動で再接続する必要があります。詳細については、「接続された

デバイスに対する HA の影響」（P.10-12）を参照してください。
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スプリット ブレーン状況からの手動のフェールオーバーと復旧

アクティブ サーバからスタンバイ サーバへのフェールオーバーは、手動で強制

することもできます。詳細については、「手動フェールオーバーの実行」

（P.10-14）を参照してください。

プライマリとセカンダリのサーバ間の通信が切断された場合、両方のサーバが一

時的にアクティブのロールを担うことがあります。この状況は、スプリット ブ
レーンのシナリオと呼ばれています。通信が再度確立されたら、手動でセカンダ

リ サーバをスタンバイ ロールに移行させる必要があります。手順については、

「スプリット ブレーンのシナリオの解決」（P.10-15）を参照してください。

Cisco IPICS サーバでの HA の設定
Cisco IPICS の HA を設定するには、プライマリ サーバとセカンダリ サーバを

インストールして設定する必要があります。これらのサーバは、セキュアな暗号

化された接続を使用して交信を行うため、別のロケーションに存在させることが

できます。

HA を設定する前に、次の説明に従って、両方のサーバに IP アドレス、NTP 
サーバ、および各サーバの正しいライセンスを設定する必要があります。

開始する前に

冗長 Cisco IPICS サーバを設定する前に、次の作業を行います。

• Cisco IPICS サーバの同期化に使用されるネットワーク タイム プロトコル

（NTP）サーバのアドレスを取得します。詳細については、「HA サーバの

サーバ時間の同期」（P.10-13）を参照してください。

• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの IP アドレスを取得します。

• セカンダリ サーバの ipicsadmin ユーザ パスワードを取得します。

• プライマリ サーバ用の IPICS ベース サーバ ライセンスとポリシー エンジン
基本ライセンス、およびセカンダリ サーバ用のハイ アベイラビリティ ライ

センスを取得します。『Cisco IP Interoperability and Collaboration System 
Server Installation Guide』の「Managing Your Licenses」の項を参照してく

ださい。

• インストールされている HA サーバのペアが、『Cisco IPICS Compatibility 
Matrix』で定義されている、サポートされる設定のいずれかに一致すること

を確認します。
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• いずれかの HA サーバ上に存在する既存のデータがすべてマージされること

を確認するか、または IPICS ソフトウェアのクリーン インストールを実行

します。

• 必要に応じて、IPICS サーバ ソフトウェアのクリーン インストールを実行

します。サーバに HA を設定すると、いずれかのサーバに存在するデータは

すべてマージされます。

– 以前別の HA ペアでプライマリまたはセカンダリとして設定されていた

サーバからのデータは、新しい HA 設定にマージされます。

– サーバに以前 HA が設定されていなかった場合も、既存のデータはマー

ジされます。

– HA ペアの作成時に、サーバの既存データをマージしない場合は、

IPICS サーバ ソフトウェアのクリーン インストールを実行して、その

データを削除する必要があります。詳細については、『Cisco IPICS 
Server Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

冗長 Cisco IPICS サーバに HA を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 プライマリとセカンダリのサーバを物理的にインストールします。

手順については、『Cisco IP Interoperability and Collaboration System Server 
Installation Guide』を参照してください。

ステップ 2 （オプション）必要に応じて、IPICS サーバ ソフトウェアのクリーン インストール

を実行し、プライマリまたはセカンダリのサーバから既存のデータを削除します。

（注） サーバに HA を設定すると、いずれかのサーバに存在するデータはすべ

てマージされます。サーバ ソフトウェアのクリーン インストールを実行

して、既存のデータを削除します。手順については、『Cisco IPICS 
Server Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

ステップ 3 各サーバに IP アドレスを設定します。

手順については、『Cisco IP Interoperability and Collaboration System Server 
Installation Guide』を参照してください。

ステップ 4 プライマリとセカンダリの両サーバで、システム時間を同期するための NTP 
サーバを設定します。
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（注） HA サーバは、内部時刻設定を使用して HA ハートビートやデータを交

換します。HA 設定は、両方のサーバで NTP が設定されていないと失敗

します。

a. 両方のサーバで次のコマンドを入力して、NTP を有効化します。

ntpsetup -s enable <ntp-server> <backup-ntp-server>

次の例を参考にしてください。

ntpsetup -s enable ntp-sj1.cisco.com ntp-sj2.cisco.com

b. 両方のサーバで次のコマンドを入力して、システム設定を確認します。

ntpsetup -c

c. 両方のサーバで次のコマンドを入力して、ノード マネージャを再起動します。

service ipics_nm restart 

ステップ 5 プライマリとセカンダリの各サーバで、次のソフトウェア ライセンスをインス

トールします。

a. プライマリ サーバで、IPICS ベース サーバ ライセンスとポリシー エンジン
基本ライセンスをインストールします。プライマリ サーバでは、HA ライセ

ンスは必要ありません（HA ライセンスは絶対にプライマリ サーバにインス

トールしないでください）。

b. セカンダリ サーバでは、ハイ アベイラビリティ ライセンスだけをインス

トールします。セカンダリ サーバには、その他のライセンスは必要ありま

せん。

『Cisco IP Interoperability and Collaboration System Server Installation Guide』
の「Managing Your Licenses」の項を参照してください。

ステップ 6 プライマリ サーバの Cisco IPICS Administration Console にログインします。

手順については、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）を参照して

ください。

ステップ 7 Cisco IPICS Administration Console から、[Configuration] > [High Availability] 
> [Security] タブに移動します。

HA パートナーの信頼がまだ設定されていない場合は、ウィンドウに [Server 
Status] が [Not Trusted] であると表示されます。
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ステップ 8 [High Availability] ウィンドウで次の手順を実行して、ハイ アベイラビリティ 
モードを有効化します。

a. [IP Address] フィールドに、HA パートナー サーバの IP アドレスを入力し

ます。

HA パートナーは、セカンダリ Cisco IPICS サーバになります。[User 
Name] フィールドに、パートナー サーバの Linux 管理者のユーザ名

（ipicsadmin）が表示されます。

b. [User Password] フィールドに、ipicsadmin ユーザのパスワードを入力しま

す。

c. [Save] をクリックして HA パートナーの IP アドレスを保存し、冗長サーバ

間の信頼を確立します。

信頼を確立するため、サーバ同士が公開キーと SSL 証明書を交換します。

成功すると、サーバのステータスが [Trusted] に変わり、[HA 
Configuration] タブが表示されます。

ステップ 9 [HA Configuration] タブをクリックします。

（注） • [HA Configuration] ウィンドウは、ステップ 8 の説明に従ってハイ アベイ

ラビリティ モードを有効化してから初めて表示されます。

• プライマリ サーバとセカンダリ サーバの IP アドレスは読み取り専用です。

プライマリ サーバの IP アドレスは、現在ログインしている Cisco IPICS 
サーバになります。セカンダリ サーバの IP アドレスは、ステップ 8 でハイ 
アベイラビリティ モードを有効化するために入力したアドレスになります。

• ハイ アベイラビリティ モードが有効になっていても、HA がまだ設定され

ていない場合、[Standby Server Status] は [Not Ready] になります。

ステップ 10 （オプション）次の操作を行って、冗長サーバ間の接続の維持に使用されるデ

フォルトのハートビート設定を変更します。

a. [Heartbeat Port] フィールドに、HA ハートビート トラフィックの IP ポート

番号を入力します。デフォルト値は 3444 です。

b. [Heartbeat Interval (seconds)] フィールドに、5 ～ 600 の数値を入力して、

各ハートビート間の秒数を定義します。

各ハートビートでは、パートナー サーバのステータスと可用性が確認され

ます。デフォルト値は 15 秒です。
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c. [Missed Heartbeat Count] フィールドに、5 ～ 30 の数値を入力して、アク

ティブ ロールがセカンダリ サーバに切り替えられるまでのハートビートの

失敗回数を定義します。

デフォルトは、ハートビートの失敗 5 回（ハートビート間隔が 15 秒の場合

は 75 秒間）です。切り替えプロセスにはおよそ 150 ～ 180 秒かかります。

d. [Update] をクリックして変更を保存します。

ステップ 11 [Configure] をクリックして、変更を保存し、ハイ アベイラビリティ（サーバ冗

長性）をアクティブ化します。

短い遅延の後、HA 設定の処理が完了するまで自動的に IPICS システムからログ

アウトされます。

ステップ 12 [Standby Server Status] が [Ready] に変わることを確認します。

a. Cisco IPICS Administration Console にログインします。

b. [Configuration] > [High Availability] ウィンドウに移動します。

c. [HA Configuration] タブをクリックします。

d. [Standby Server Status] が [Ready] になっていることを確認します。
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HA の設定解除
特定の状況においては、一時的に HA の設定を解除することが必要になります。

こうした状況には、Cisco IPICS データベース バックアップからデータを復元す

る場合や、IPICS サーバの SSL 証明書を生成する場合などがあります。

Cisco IPICS サーバの HA を設定解除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 アクティブ サーバの Cisco IPICS Administration Console から、

[Configuration] > [High Availability] ウィンドウに移動します。

ステップ 2 [HA Configuration] タブをクリックします。

ステップ 3 [Unconfigure] ボタンをクリックします。

ステップ 4 アクティブ サーバからログアウトするには、[Logout] をクリックします。

ステップ 5 アクティブ サーバが再設定されるまで数分間待ちます。

ステップ 6 （オプション）パートナー サーバで使用されるセキュリティの信頼証明書を削除

します。

（注） HA セキュリティ証明書は、SSL 証明書を再生成または置換する必要が

あるときだけ削除します。デフォルトの IPICS サーバの SSL 証明書は、

3 年間で有効期限切れとなり、その後は新しいものと置き換える必要が

あります。詳細については、付録 D「SSL 証明書の生成」を参照してく

ださい。

a. プライマリ サーバに再度ログインします。

b. [HA Security] ウィンドウに移動します（[Configuration] トレイを展開し、

[High Availability] > [HA Security] を選択します）。

c. パスワードのフィールドにパートナー サーバのパスワードを入力して、

[Delete] ボタンを有効化します。

信頼証明書がパートナー サーバから削除されたことを保証するには、有効
なパスワードが必要になります。

d. [Delete] をクリックして、パートナー サーバで使用される信頼証明書を削除

します。
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IDC 接続に対する HA の影響
ユーザが IDC にログインするときは、アクティブおよびスタンバイのすべての

サーバがログイン セレクタに表示されます。接続するには、アクティブなサー

バを選択する必要があります。スタンバイのサーバを選択すると、接続は拒否さ

れ、自動的にアクティブなサーバにリダイレクトされます。

（注） アクティブとスタンバイのロールは、使用可能なサーバ間で切り替えることがで

きます。ユーザは常に、アクティブなサーバにログインする必要があります。ど

ちらのサーバでも、同じユーザ名とパスワードが使用されます。

アクティブ サーバがダウンするか、スタンバイ サーバとの接続が切断されると、

フェールオーバーが発生します。この場合、IDC は自動的にスタンバイ サーバ

に切り替えられ、サービスは通常どおりに継続されます。IDC がスタンバイ 
サーバと接続を確立するまでの短時間、コンソールはその前にアクティブだった

サーバから提供された設定を使用して、オフライン モードで動作します。コン

ソールには、オフライン ステータスをユーザに知らせるメッセージも表示され

ます。このオフラインの間に、コンソールのユーザが実行すべきアクションは特

にありません。コンソールが自動的に新しいサーバに再接続すると、新しいメッ

セージが表示されます。

フェールオーバーの後、コンソールは元のサーバがオンラインに戻っても、新し

いアクティブ サーバとの接続を維持します。復旧したサーバは新しいスタンバ

イ サーバになり、フェールオーバーが発生した際に管理を引き継ぐため待機し

ます。コンソール ユーザがログアウトした場合は、再度アクティブ サーバ（ロ

グイン サーバ セレクタに表示される）にログインできます。

ユーザがスタンバイ サーバにログインしようとすると、コンソールは自動的に

アクティブ サーバにリダイレクトされます。

（注） • フェイルオーバーの間、Cisco IPICS サーバの動作は短時間一時停止するた

め、すべてのデータがアクティブ サーバからスタンバイに同期されない可

能性があります。この状況が発生すると、フェイルオーバーの直前に入力さ

れた一部の設定は失われることがあります。詳細については、下記の例を参

照してください。
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• フェールオーバーの少し前にインシデントにアップロードした写真やビデオ

は、再アップロードが必要になることがあります。これは、これらのファイ

ルはサイズが大きい場合があり、システム データよりも低い優先度でレプ

リケートされるからです。

例

この例の Cisco IPICS システムには、「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」

（P.10-4）で説明する冗長サーバが設定されています。システムは 10 日間の間、

問題なく動作しています。ディスパッチャ Dan が自分のシフトを開始し、ログ

インのダイアログでアクティブ サーバを選択してコンソールにログインします。

昼食時に、局地的な地震が発生し、アクティブ サーバが棚から転落しました。

Dan が使用しているコンソールは、サーバへのリンクが切断されたことを検出

し、自動的にスタンバイ サーバに接続します。このプロセスにはおよそ 10 秒か

かります。Dan はコンソールがすべてのサーバから接続解除されたことに気づき

ますが、コンソールはメディア リソースとの接続を維持しているため、Dan は 
コンソールの Push-to-Talk（PTT）チャネル機能を使用して、Adam（管理者）

に局地的地震について知らせることができます。10 秒後、Dan が使用している

コンソールは自動的にスタンバイ サーバに接続します。コンソールに目に見え

る変化はありません。

サーバのフェールオーバーから 45 分後、管理者の Adam が地震に巻き込まれた

元のサーバを再マウントし、サーバのネットワーク接続を回復します。ただし、

ディスパッチャの Dan が使用しているコンソールは新しいアクティブ サーバと

の接続を継続し、復旧したサーバが新しいスタンバイになります。

翌日、Dan は仕事に戻ると、コンソールにログインして新しいアクティブ サー

バに接続します。このサーバは、ログイン サーバ セレクタによってアクティブ 
サーバと識別されます。

このプロセスの 中には、問題が 1 つ発生しました。地震の前は、Fire という

チャネルが Ursula というユーザに割り当てられていました。コンソールがアク

ティブ サーバからのアップデートを受信したため、Ursula には新しいチャネルが

表示されます。ただしアクティブ サーバは、チャネル割り当てがスタンバイ サー

バに伝えられる前に、地震でネットワークから切断されました。新しい Fire チャ

ネルはフェールオーバーの発生前にスタンバイに伝えられなかったため、Fire 
チャネルは新しいアクティブ サーバに表示されず、再設定が必要になります。

翌日、Amy がコンソールへのログインを試みます。彼女はフェールオーバー時

にオンラインではなかったため、コンソールのログイン サーバ セレクタにはま

だ元のアクティブ サーバが表示されます。Amy がこのサーバに接続しようとす

ると、このサーバは現在スタンバイになっているため、アプリケーションが 5 秒
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ほど一時停止します。接続が失敗すると、コンソールは自動的に他方のサーバに

リダイレクトされます。コンソールは新しいアクティブ サーバに接続し、新し

いサーバのステータスを反映するよう更新されます。

接続されたデバイスに対する HA の影響
Cisco IPICS サーバのフェールオーバーが発生すると、接続されているデバイス

は次のような影響を受けます。

• モバイル クライアント：モバイル クライアントは自動的に新しいアクティ

ブ サーバに切り替わります。

• Cisco Unified IP Phone：Cisco Unified IP Phone の管理者は、プライマリと

セカンダリ両方の IPICS サーバに Cisco Unified Phone Service を設定する

必要があります。この設定では、ユーザまたは管理者のいずれかが、両方の

サーバでサービスに登録できます （詳細については、『Cisco Unified 
Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified Phone 
Services」の項を参照してください）。

Cisco Unified IP Phone の使用中にアクティブ サーバがダウンした場合は、

手動でアクティブ IPICS サーバに再接続する必要があります。[Services] メ
ニューを開き、新しいアクティブ Cisco IPICS サーバを選択して、再度ログ

インします。

• 標準的な電話機：標準的なダイヤルイン電話コールは中断されますが、ユー

ザは短い遅延の後、システムに再度コールできます。

（注） • Cisco IPICS が、フェールオーバーの発生時 VTG に参加していたダイヤル 
アウトしたユーザに、自動的に再コールすることはありません。

• 実行中だった外部通知またはポリシーはすべて、フェールオーバー後に再開

されます。ユーザには、重複する通知が送信される場合があります。
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HA サーバのサーバ時間の同期
サーバで HA を設定する前に、各サーバでネットワーク タイム プロトコル

（NTP）を使用して内部時刻を設定する必要があります。HA サーバは、内部時

刻設定を使用して HA ハートビートやデータを交換します。HA 設定は、両方の

サーバで NTP が設定されていないと失敗します。

また、時刻設定はいずれの HA サーバでも手動で変更しないでください。時刻設

定に 30 秒以上のずれがあると、サーバ間の HA 通信が失われ、スプリット ブ
レーンのシナリオが開始される可能性があります。詳細については、「スプリッ

ト ブレーンのシナリオの解決」（P.10-15）を参照してください。

プライマリまたはセカンダリ サーバの時刻設定を同期するには、次の手順を実

行します。

手順

ステップ 1 プライマリとセカンダリの両サーバで、NTP サーバを設定します。

NTP サーバにより、システムの時刻が設定され、アクティブ サーバとスタンバ

イ サーバの時刻が同期されます。

a. 両方のサーバで次のコマンドを入力して、NTP を有効化します。

ntpsetup -s enable <ntp-server> <backup-ntp-server>

次の例を参考にしてください。

ntpsetup -s enable ntp-sj1.cisco.com ntp-sj2.cisco.com

b. 両方のサーバで次のコマンドを入力して、システム設定を確認します。

ntpsetup -c

（注） 両方のサーバに同じファイルまたは記録が存在し、それらのタイムスタ

ンプが異なっている場合は、タイムスタンプが 新のファイルまたは記

録だけが保持されます。古いほうのデータは上書きされます。

ステップ 2 両方のサーバで次のコマンドを入力して、ノード マネージャを再起動します。

service ipics_nm restart 
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ステップ 3 時刻設定の誤りによって両方のサーバがアクティブ状態になった場合は、セカン

ダリ サーバを強制的にスタンバイ モードに戻す必要があります。詳細について

は、「スプリット ブレーンのシナリオの解決」（P.10-15）を参照してください。

手動フェールオーバーの実行
現在のアクティブ サーバとスタンバイ サーバのロールを手動で切り替えるには、

次の手順を実行します。アクティブ ロールはスタンバイ サーバに移されます。

この手順は、アクティブ サーバをオフラインにし、サーバ間で安定したフェー

ルオーバーを行いたい場合に必要になります。

開始する前に

• プライマリまたはセカンダリのいずれかのサーバを [Active] ステータスにで

きます。現在 [Standby] ステータスのサーバにアクティブ ロールを切り替え

るには、次の手順を実行します。

• 手動フェールオーバーを実行するには、HA が設定済みであり、[Standby 
Server Status] が [Ready] になっている必要があります。詳細については、

「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してください。

• 開始する前に、コンソールおよび接続されたデバイスへのフェールオーバー

の影響を再確認してください。「IDC 接続に対する HA の影響」（P.10-10）
および 「接続されたデバイスに対する HA の影響」（P.10-12）を参照してく

ださい。

手順

ステップ 1 Cisco IPICS Administration Console にログインします。

手順については、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）を参照して

ください。

ステップ 2 [Configuration] > [High Availability] ウィンドウに移動します。
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ステップ 3 [HA Configuration] タブをクリックします。

（注） [HA Configuration] タブが使用可能でない場合は、ハイ アベイラビリ

ティ モードが有効になっていません。「Cisco IPICS サーバでの HA の設

定」（P.10-4）の手順を実行してください。

ステップ 4 次の事項を確認します。

• [Standby Server Status] が [Ready] になっている。

• スタンバイ モードのサーバがアクティブ ロールを担う必要がある。

[Standby Server Status] が [Not Ready] の場合は、ハイ アベイラビリティ モード

が有効にはなっていますが、設定はされていません。「Cisco IPICS サーバでの 
HA の設定」（P.10-4）のステップ 9 を実行してください。

ステップ 5 [Failover Now] ボタンをクリックして、アクティブ ステータスをスタンバイ 
サーバに移します。

スタンバイ サーバが新しいアクティブ サーバになり、アクティブ サーバがスタ

ンバイ サーバになります。

スプリット ブレーンのシナリオの解決
スプリット ブレーンのシナリオは、プライマリとセカンダリのサーバ間の通信が

切断され、両方のサーバがそれぞれ独立してアクティブ サーバのロールを担った

ときに発生します。この状況では、コンソールやデバイスは互いに接続して動作

を続行できますが、各サーバに保存されているデータは、他方のサーバと同期さ

れません。時間の経過につれて、サーバ間のデータの相違は大きくなります。

サーバ間の通信リンクが再度確立されても、両方のサーバがアクティブ ステー

タスのままになります。この状況は、スプリット ブレーンのシナリオと呼ばれ

ています。この不正な設定を解消するには、一方のサーバをスタンバイ ステー

タスに戻し、2 つのサーバ上のデータを調整する必要があります。
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（注） • いずれのサーバをスタンバイ ステータスに戻しても構いませんが、シスコ

では次の手順で説明するとおり、プライマリ サーバをアクティブ ステータ

スのままにしてセカンダリ サーバをスタンバイに戻すことをお勧めしてい

ます。

• スプリット ブレーンのシナリオは、両サーバの時刻設定に 30 秒以上のずれ

があるときに発生します。NTP を使用してサーバ時間を同期する方法につ

いては、「HA サーバのサーバ時間の同期」（P.10-13）を参照してください。

調整方法の概要

各サーバのデータを調整し、サーバの冗長性を回復するには、次のような方法が

使用されます。次の説明を参照して、どの方法を使用するかを決定してください。

• 「方法 1：セカンダリ サーバを強制的にスタンバイ ステータスにする」

（P.10-17）：この方法は、サーバが短時間（5 日未満）の間、スプリット ブ
レーン モードであった場合に使用します。このプロセスでは、セカンダリ 
サーバを強制的にスタンバイ ステータスにし、その後 Linux コマンドを使

用して 2 つのサーバのデータベースとファイル システムを同期します。こ

の方法では、各サーバが自動的にハイ アベイラビリティの動作に戻り、

ユーザはプライマリ サーバへのアクセスを続行できます。

• 「方法 2：ハイ アベイラビリティを再設定する」（P.10-20）：この方法は、

サーバが 5 日以上の間スプリット ブレーン モードだった場合、またはセカ

ンダリ サーバをスタンバイ ステータスにすると（方法 1）データの損失が

懸念される場合に使用します。この方法を実行すると、セカンダリ サーバ

がダウンし、プライマリ サーバのハイ アベイラビリティ設定が解除され、

その後両サーバに存在するファイルを手動で調整することになります。作業

が完了したら、両サーバで HA を設定し直して、サーバの冗長性を回復する

必要があります。

• 「方法 3：回避策」（P.10-21）：この方法は、方法 1 および 2 が機能しない場

合にだけ使用します。この方法では、プライマリを強制的に唯一のアクティ

ブ サーバとしますが、データの調整は行いません。
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方法 1：セカンダリ サーバを強制的にスタンバイ ステータスにする

方法 1 は、セカンダリ サーバを手動でスタンバイ ステータスにするときに使用

します。セカンダリ サーバがスタンバイ ステータスになったら、SSH クライア

ントを使用してサーバのデータベースとファイル システムを再同期します。

サーバ データベースを再同期すると、次のようなことが起こります。

• プライマリ サーバにあってセカンダリ サーバに存在しない記録は、プライ

マリ サーバからセカンダリ サーバにレプリケートされます。

• セカンダリ サーバにあってプライマリ サーバに存在しない記録は、セカン

ダリ サーバからプライマリ サーバにレプリケートされます。

• ある記録が両方のサーバに存在する場合は、プライマリ サーバにある記録

がマスターとみなされ、セカンダリ サーバにある対応する記録は置換され

ます。

ファイル システムのファイルを再同期すると、次のようなことが起こります。

• プライマリ サーバにあってセカンダリ サーバに存在しないファイルは、プ

ライマリ サーバからセカンダリ サーバにコピーされます。

• セカンダリ サーバにあってプライマリ サーバに存在しないファイルは削除

されます。

• 同じファイルが両方のサーバに存在する場合は、タイムスタンプが新しいほ

うのファイル（世界標準時（UTC）を基準とする）が保持され、他方の HA 
サーバにコピーされます。古いバージョンのファイルは上書きされます。古

いほうのファイルを削除する代わりにファイルをマージしたい場合は、

Linux のシステム管理者に問い合わせて、scp または sftp を使用してファイ

ルの相違を調整する方法を確認してください。

このプロセスでは、各サーバが自動的にハイ アベイラビリティの動作に戻り、

ユーザはプライマリ サーバへのアクセスを続行できます。

手順

ステップ 1 （オプション）同期の際にレプリケートされたファイルおよびフォルダを表示し

ます。

次の場所にあるファイルを表示します。

/opt/cisco/ipics/conf/fileDirectory
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このファイルには、ローカルのソース ディレクトリとリモートの宛先ディレク

トリが含まれています。

/idspri/backup/                                                 
/idspri/backup
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_files/            
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_files
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_server/pmclogs/   
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_server/pmclogs
/idspri/archive/                                                
/idspri/archive
/idspri/db_table_archive/                                       
/idspri/db_table_archive
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/documents/              
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/documents 

（注） このファイルは、レプリケートする内容を決定するために使用されま

す。このファイルは一切変更しないでください。

ステップ 2 セカンダリ サーバを強制的にスタンバイ ステータスにします。

a. どちらのサーバがセカンダリ サーバとして設定されているかを確認します。

「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してください。

b. セカンダリ サーバの Cisco IPICS Administration Console にログインします。

手順については、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）を参照

してください。

c. [Configuration] > [High Availability] ウィンドウに移動します。

d. [HA Configuration] タブをクリックします。

（注） ウィンドウ上部に、スプリット ブレーンのシナリオが発生したという

メッセージが表示されます。

e. [Standby Server Status] が [Not Ready] になっていることを確認します。

f. ウィンドウ下部にある [Go Standby] ボタンをクリックします。

[Go Standby] ボタンは、両方のサーバがアクティブ モードになっており、

両サーバ間の通信が再確立されているときにだけ有効になります。

g. 確認メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
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セカンダリ サーバから、現在のすべてのユーザ セッションがログアウトさ

れます。

h. スプリット ブレーンの修復プロセスが完了するまで待ちます。

修復プロセスでは、アクティブとスタンバイのサーバ設定を備えた HA サー

バ ペアが再確立されます。

プロセスの完了後は、セカンダリ サーバへのログインを試みると、プライ

マリ サーバにリダイレクトされます。詳細については、「IDC 接続に対する 
HA の影響」（P.10-10）を参照してください。

ステップ 3 プライマリ サーバとセカンダリ サーバのデータベースを再同期します。

a. SSH クライアントを使用して、ユーザ名 [Informix] でプライマリまたはセ

カンダリの HA サーバにログインします。コマンドはどちらのサーバでも同

じように機能します。

b. 次のコマンドを入力して、データベースの同期プロセスを開始します。

server> /opt/cisco/ipics/database/bin/ipicsedr_control_repl 
REPAIR

c. 次のコマンドを入力して、データベースの同期プロセスを監視します。

server> /sbin/service ipics ha-status

（注） データベース レプリケーションの修復プロセスは、バックグラウンドで

同時実行されます。さまざまなプロセスのステータスは、[Pending 
Database Replication Synchronization Processes] の下に一覧表示されま

す。修復プロセスは、セクションに未処理のエントリがなくなると終了

します。

ステップ 4 ファイル システムのファイルを再同期します。

a. SSH クライアントを使用して、ユーザ名 [ipicsadmin] でプライマリ サーバ

にログインします。

（注） プライマリ サーバでは、次のコマンドを実行する必要があります。

b. 次のコマンドを入力して、ファイル システムの同期プロセスを開始します。

server> /opt/cisco/ipics/database/bin/ipicsrsync run ipicsadmin
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c. 次のコマンドを入力して、同期プロセスを監視します。

server> /opt/cisco/ipics/database/logs/rsync.log

ステップ 5 プライマリ サーバの Cisco IPICS Administration Console にログインして、プラ

イマリ サーバがアクティブ ステータスであり、セカンダリ サーバがスタンバイ 
ステータスであることを確認します。

方法 2：ハイ アベイラビリティを再設定する

方法 2 は、必要に応じて 2 つのサーバ間のデータ整合性を手動で点検し、データ

を調整するために使用します。詳細については、「調整方法の概要」（P.10-16）
を参照してください。

手順

ステップ 1 SSH を使用してセカンダリ サーバにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、セカンダリ サーバへのアクセスを停止します。

• server> /sbin/service ipics stop

• server> /sbin/service ipics_nm stop

ステップ 3 次の操作を行って、プライマリ サーバの HA 設定を解除します。

a. プライマリ サーバの Cisco IPICS Administration Console にログインします。

手順については、「Administration Console へのアクセス」（P.1-15）を参照

してください。

b. [Configuration] トレイを展開して、[High Availability] をクリックします。

c. [HA Configuration] タブをクリックします。

d. [Unconfigure] ボタンをクリックします。

e. [Logout] をクリックして、アクティブ サーバからログアウトします。

f. プライマリ サーバが再設定されるまで数分間待ちます。

g. プライマリ サーバに再度ログインします。

h. もう一度 [HA Security] 画面に移動します（[Configuration] トレイを展開

し、[High Availability] をクリックして、[HA Security] タブをクリックしま

す）。
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i. [HA Security] 画面で [Delete] をクリックして、HA セキュリティ証明書を

削除し、HA モードを無効化します。

ステップ 4 両サーバの次のディレクトリを点検して、両方のサーバのファイルが同じである

ことを確認します。

• /idspri/backup 

• /opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_files     

• /opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_server/pmclogs

• /idspri/archive 

• /idspri/db_table_archive 

• /opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/documents

（注） /documents ディレクトリには、アップロードされたすべての iPhone およ

び IDC コンテンツが含まれており、これは重要データとみなされます。

ステップ 5 ファイルが同じでない場合は、正しいファイルをプライマリ サーバのディレク

トリに移動します。

ステップ 6 プライマリとセカンダリのサーバでハイ アベイラビリティを再設定します。

「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してください。

（注） 元のプライマリ サーバのロールをセカンダリ ロールに変更する場合は、新しい 
HA ライセンスが必要になります。

方法 3：回避策

方法 1 と方法 2 のどちらを実行してもスプリット ブレーンのシナリオを修復で

きない場合は、次の回避策を使用して、プライマリ サーバを強制的に唯一のア

クティブ ステータスのサーバとします。
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手順

ステップ 1 セカンダリ サーバをシャットダウンします。

a. SSH を使用してセカンダリ サーバにログインします。

b. 次のコマンドを使用して、サーバをシャットダウンします。

shutdown -h now

c. マシンの電源を切ります。

ステップ 2 プライマリ サーバ上のすべてのサービスを、一度停止してから再起動します。

a. SSH を使用してプライマリ サーバにログインします。

b. 次のコマンドを使用して、IPICS サービスを再起動します。

service ipics stop-all
service ipics start-all

ステップ 3 （オプション）プライマリ サーバで stop-all および start-all のコマンドを使

用できない場合は、次の代替コマンドを入力します。

service ipics_nm stop
service ipics stop
service ipics start

（10 秒待ちます）

service ipics_nm start

ステップ 4 セカンダリ サーバの電源を入れます。

長時間のサーバ ダウンタイム後の HA 設定の再確
立

HA サーバ ペアのいずれか一方のサーバが長時間にわたりダウンした場合は、

残ったアクティブ サーバがデータベースの更新内容をトランザクション ログに

保存します。通常の動作状況では、ダウンした HA サーバがオンラインに戻る

と、データベースの更新内容がこのサーバに復元されます。
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ただし、2 番目のサーバが長時間にわたってオフラインになり、さらにシステム

上で過剰なアクティビティが行われると、データベース ログに空きスペースが

なくなる場合があります。データベース ログの内容が容量の 100 % に達すると、

データベース レプリケーションのブロック状態（DDRBLOCK 状態）が発生す

ることがあり、この場合はこれをクリアするまでデータベースのすべての更新が

ブロックされます。

この状況を防止するため、Cisco IPICS システムでは使用率が容量の 90 % を超

えると、自動的に HA 設定が解除されます。また、使用率が容量の 75 % に達す

るとエラー メッセージも表示され、90 % に達したときにも再度エラー メッセー

ジが表示されて、同時に HA 設定が解除されます。

いずれかのサーバにおける長時間のダウンタイム後に HA 設定が解除された場合

は、「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）の説明に従って、アクティ

ブ サーバで HA を再設定する必要があります。
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C H A P T E R 11

Cisco IPICS データベースのバック
アップ操作と復元操作

この章では、Cisco IPICS データベースのバックアップとバックアップ ロケー

ションからのデータベースの復元を実行する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco IPICS データベースのバックアップおよび復元操作の概要」（P.11-1）

• 「Cisco IPICS サーバ データベースのバックアップ」（P.11-2）

• 「データベース バックアップからのデータの復元」（P.11-13）

• 「バックアップおよび復元ログのダウンロードと表示」（P.11-19）

• 「Cisco IPICS のバックアップおよび復元手順のトラブルシューティング」

（P.11-22）

Cisco IPICS データベースのバックアップおよび
復元操作の概要

ベスト プラクティスとして、Cisco IPICS データベースを定期的にバックアップ

し、バックアップを安全な場所に保持することをお勧めします。このベスト プ
ラクティスにより、Cisco IPICS サーバでソフトウェアまたはハードウェアの障

害が発生しても、すべてのシステム設定を失わずにすみます。
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Cisco IPICS は、データを保持するために、定期的なスケジュール データベース 
バックアップを実行します。スケジュール データベース バックアップのデフォ

ルト設定とその変更方法など、スケジュール データベース バックアップの詳細

については、「スケジュール データベース バックアップのデフォルト設定の変

更」（P.11-9）を参照してください。

また、バックアップ操作を手動で実行することによって、いつでもデータベース 
バックアップを実行できます。手動によるバックアップ手順の詳細については、

「データベース バックアップからのデータの復元」（P.11-13）を参照してください。

バックアップ セットには Cisco IPICS サーバ データベース内のすべてのデータ

（無線ディスクリプタ ファイル、IDC アラート トーンなど）が含まれます。

データをバックアップすると、各種オプションを選択することによってデータを

復元できます。[Administration] > [Database Management] ウィンドウにアクセス

して、復元するバックアップを特定できます。復元操作の詳細については、「デー

タベース バックアップからのデータの復元」（P.11-13）を参照してください。

Cisco IPICS サーバ データベースのバックアップ
Cisco IPICS では、データベースのバックアップを行うための次のオプションを

用意しています。

• 手動バックアップ：手動データベース バックアップを実行し、Cisco IPICS 
データベースの現在の状態を取得できます。

• スケジュール バックアップ：デフォルトでは、事前に定義した時刻にデー

タベースが毎日バックアップされ、事前に定義した場所にバックアップが保

存されます。スケジュール バックアップの時刻、頻度、および保存場所を

変更できます。

（注） 適なパフォーマンスを確保するために、使用率の低い時間帯やその他のオフ

ピーク時にデータベース バックアップを実行することをお勧めします。使用率

の高い時間帯にバックアップを実行すると、処理に要する時間が大幅に長くなる

ことがあります。

この項では、データベースのバックアップについて説明します。また、次のト

ピックについて扱います。

• 「[Database Management] ウィンドウからのデータベース バックアップの管

理」（P.11-3）
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• 「手動データベース バックアップの実行」（P.11-4）

• 「バックアップ ディレクトリの命名規則の概要」（P.11-8）

• 「スケジュール データベース バックアップのデフォルト設定の変更」

（P.11-9）

• 「データベース バックアップ保存先の選択に関するガイドライン」（P.11-11）

• 「リモート ホスト データベース バックアップする場合の警告事項」

（P.11-12）

[Database Management] ウィンドウからのデータベース 
バックアップの管理 

データベースのバックアップ、およびバックアップ関連の操作を行うためのパラ

メータを設定するには、[Administration] > [Database Management] ウィンドウ

に移動します。

[Database Management] ウィンドウには次のタブがあります。

• Database Backup：このタブから、データベースをバックアップするための

オプションを設定できます。データベースのバックアップの詳細について

は、「手動データベース バックアップの実行」（P.11-4）を参照してください。

• Restore From Backup：このタブから、データベース バックアップを復元で

きます。データベース バックアップの復元の詳細については、「データベー

ス バックアップからのデータの復元」（P.11-13）を参照してください。

• Schedule Backup：このタブから、定期的なスケジュール バックアップに適

用するオプションを設定できます。バックアップの場所と、バックアップを

保存する期間を指定できます。また、Cisco IPICS がスケジュール バック

アップを実行するタイミングと頻度を指定できます。

スケジュール データベース バックアップの設定変更の詳細については、「ス

ケジュール データベース バックアップのデフォルト設定の変更」（P.11-9）
を参照してください。

• Log：このタブから、バックアップおよび復元操作を含む、データベース ロ
グを表示できます。ログには、データベース バックアップまたは復元手順

の間に発生したエラーのステータス メッセージと情報が含まれます。デー

タベース ログの詳細については、「バックアップおよび復元ログのダウン

ロードと表示」（P.11-19）を参照してください。
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手動データベース バックアップの実行

手動データベース バックアップを実行するには、[Administration] > [Database 
Management] > [Database Backup] ウィンドウに移動します。

手動データベース バックアップで選択した設定（バックアップの場所など）は、

スケジュール バックアップで選択した保存先と異なっていてもかまいません 
（手動データベース バックアップを設定しても、スケジュール データベース 
バックアップの設定には影響しません）。

データベースを手動でバックアップするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Administration] > [Database Management] > [Database Backup] ウィンドウに移

動します。

ステップ 2 [Backup Destination] ペインで、次の保存先のいずれかを選択します。

• Default：バックアップをデフォルトの（/idspri/backup）ディレクトリに

配置するには、このラジオ ボタンをクリックします。

データベース バックアップ用に、IDSB_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss という名前

のサブディレクトリが /idspri/backup ディレクトリに作成されます。バック

アップ ディレクトリの命名規則の詳細については、「バックアップ ディレク

トリの命名規則の概要」（P.11-8）を参照してください。

• Local Directory：データベースをバックアップするためのディレクトリを 
Cisco IPICS サーバ内に指定するには、このラジオ ボタンをクリックします。

（注） [Local Directory] フィールドには、/idspri/backup/cron ディレクトリが

あらかじめ設定されています。このフィールド内の /cron サブディレク

トリを削除して、自分のファイルを /idspri/backup ディレクトリに置く

ことができます。ただし、自分のファイルをサーバ内のローカル ディレ

クトリにバックアップする場合、そのディレクトリは /idspri/backup 
ディレクトリのサブディレクトリであることが必要です。

/idspri/backup ディレクトリ内のディレクトリ（たとえば、

/idspri/backup/mybackups）は、データベース バックアップの場所と

して有効です。指定したディレクトリが存在しない場合は、そのディレ

クトリが作成されます。
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ヒント Cisco IPICS サーバ内の /idspri/backup ディレクトリ内のパスを入力

し、保存先のパスの先頭にスラッシュ（/）を付けたことを確認します。

スラッシュを指定しないと、エラーのポップアップ ウィンドウが表示さ

れ、バックアップが実行されません。

• Remote Host：データベースを REMOTE ロケーションにバックアップする

には、このラジオ ボタンをクリックします。

（注） [Remote Host] オプションは、リモート ホストが Linux Secure Copy
（scp）コマンドをサポートする場合に限り使用してください。scp をサ

ポートしないリモート ホスト（たとえば、Windows PC またはサーバ）

を使用している場合は、[Local Directory] ラジオ ボタンをクリックしま

す。データを Cisco IPICS サーバにバックアップしてから、Secure File 
Transfer Protocol（SFTP）クライアント ソフトウェア プログラム

（SSH Secure Shell Client ソフトウェアまたは類似のソフトウェア）を使

用して、バックアップ ファイルをリモート ホストにコピーする必要があ

ります。scp をサポートしないリモート ホストにファイルをバックアッ

プする際の詳細については、「scp をサポートしないリモート ホストへの

データのバックアップ」（P.11-22）を参照してください。

[Remote Host] ラジオ ボタンをクリックした場合、次の情報を指定する必要

があります。

– IP Address：リモート ホストの IP アドレスを入力します。

– User Name：リモート ホストへのアクセス用の有効なユーザ名を入力し
ます。

– User Password：このユーザの有効なパスワードを入力します。

– Remote Directory：データベースを保存するリモート ホスト上の完全な
ディレクトリ パスの場所を入力します。バックアップ用に指定したディ
レクトリがリモート ホスト上に存在しない場合、そのディレクトリが作
成されます。

詳細については、「リモート ホスト データベース バックアップする場合
の警告事項」（P.11-12）を参照してください。

ステップ 3 [Backup Now] をクリックします。

データベース バックアップ プロセスが始まります。タブに情報アイコンが表示

され、バックアップ処理中であることが次のテキストとともに表示されます。
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Database backup in progress. Please wait...

ステップ 4 バックアップ操作を表示するには、画面がリフレッシュされるまで数分間待ち、

[Backup Log] ペインを表示します。

[Database Backup] ウィンドウの [Backup Log] ペインに、バックアップ プロセ

スのログ エントリが表示されます。データベース バックアップが完了するまで、

この画面は定期的にリフレッシュされ、ログ メッセージが表示されます。

（注） 手動で画面をリフレッシュするには、[Refresh] をクリックします。

ステップ 5 バックアップ操作の結果を表示するには、画面のリフレッシュが終わるまで待

ち、[Backup Log] ペインを表示します。

（注） [Backup Log] ペインには、複数ページにわたる項目を表示できます。リ

ストの項目を表示するには、「項目リストの移動」（P.1-19）で説明した

ように、ナビゲーション ボタンを使用します。

バックアップ操作が正常に終了した場合、Available というステータス テキスト

が表示されます。

表 11-1 で、[Backup Log] ペインのフィールドを説明します。

表 11-1 [Backup Log] ペインのフィールドの説明

フィールド 説明

ID データベース バックアップの内部 ID を表します。それぞれのバックアッ

プ操作に一意の ID が割り当てられます。

Backup Destination データベース バックアップの完全なディレクトリ パスで、スラッシュ（/）
で始まります。バックアップがリモート ホスト バックアップの場合、この

フィールドにはリモート ホスト バックアップが置かれたリモート サーバの

完全なディレクトリ パスが表示されます。

（注） ディレクトリ内に、それぞれのバックアップ操作でユーザが指定し

たサブディレクトリが作成されます。各ディレクトリには、「バッ

クアップ ディレクトリの命名規則の概要」（P.11-8）で説明するよ

うに、バックアップ日時のタイムスタンプが付きます。
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IP Address バックアップがリモート ホスト バックアップの場合、リモート サーバの 
IP アドレスを表します。デフォルトまたはローカル ディレクトリ バック

アップを実行した場合、空白になります。バックアップ操作が正常に終了

しなかった場合、none と表示されます。

Status バックアップ操作のステータスを表します。このステータス フィールドに

は、次のいずれかの状態が表示されます。

• Initialized：バックアップ処理はデータベース バックアップの初期段階

を開始しました。

• In Progress：バックアップ処理の初期段階は正常に完了し、データ

ベース バックアップを実行中です。

• Available：データベース バックアップは正常に終了し、指定された

バックアップを復元操作で使用できます。

• Not Available - Purged：指定されたデータベース バックアップは、

[Backup Retention] リスト ボックスで指定された保持期間を超過した

ため、このデータベース バックアップは削除されました。データベー

スが削除された日時が、フィールドに表示されます。

• Canceled：既知のエラー（たとえば、ハードディスク領域の不足）の

ため、バックアップがキャンセルされました。

• Failed：予期しないエラーのため、データベースのバックアップを完了

できませんでした。

[Canceled] または [Failed] のエラー ステータスが表示された場合、

データベース バックアップでエラーが発生しています。エラーの原因

の詳細については、[Administration] > [Database Management] > 
[Log] ウィンドウに移動し、バックアップ ログの内容を確認して、調

べることができます。

Size in Bytes 指定されたデータベース バックアップの合計サイズ（バイト単位）を表し

ます。

Backup Start Time 指定されたデータベース バックアップが開始された時刻を表します。

Backup End Time 指定されたデータベース バックアップが完了した時刻を表します。

Purge Time 指定のデータベース バックアップが削除された時刻を表します。

表 11-1 [Backup Log] ペインのフィールドの説明 （続き）

フィールド 説明
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データベース ログを表示するには、[Administration] > [Database Management] 
> [Log] ウィンドウを開きます。[Database Logs] ペインに表示されるステータス 
メッセージの種類を視覚的に表示するには、特定のログ エントリを次のテキス

ト色を使って表示します。

• 緑：緑色のメッセージはスクリプトの完了を示します。

（注） 緑色のメッセージのテキストを注意深くチェックし、スクリプトがエ

ラーなしで正常に完了したことを確認します。緑色のメッセージは、ス

クリプトは完了したけれども、スクリプトが必ずしも正常に完了したわ

けではないことを示します。

• 黒：黒色のメッセージは情報メッセージで、通常のデータベース バック

アップ プロセスを示します。

• 青：青色のメッセージは警告レベルのメッセージで、エラーレベルのメッ

セージ（エラーを伴って完了したバックアップ操作など）よりも重大度の低

い問題を示します。警告レベルのエラー メッセージで、より重大な問題

（正常に完了しなかった復元操作など）が示されることがあります。

• 赤：赤色のメッセージは、エラーレベルのメッセージで、処理が正常に完了

しなかったことを示します。赤色のメッセージは通常、警告レベル（青）の

メッセージより重大度の高いエラーを示します。

ユーザが直面する可能性のある問題のトラブルシューティングの詳細について

は、「Cisco IPICS のバックアップおよび復元手順のトラブルシューティング」

（P.11-22）を参照してください。

バックアップ ディレクトリの命名規則の概要

データベース バックアップごとに、バックアップ ディレクトリにサブディレク

トリが作成されます。各サブディレクトリに、Cisco IPICS で実行されたバック

アップ操作の日時のタイムスタンプが付きます。サブディレクトリ名は次の形式

になります。

IDSB_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss

ここで yyyy-mm-dd_hh-mm-ss はそれぞれ年、月、日、時間、分、秒を表しま

す。これは Cisco IPICS で実行されたデータベース バックアップの時刻です

（たとえば、IDSB_2007-07-04_17-13-55）。
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スケジュール データベース バックアップのデフォルト設定の
変更

Cisco IPICS には、データベース バックアップのデフォルト設定が事前に設定さ

れています。表 11-2 に、スケジュール データベース バックアップのデフォルト

設定を示します。

表 11-2 に表示されている任意のデフォルト設定を変更できます。変更内容は、

[Save] をクリックしないと有効になりません。その後はこの値がデフォルト設

定になります。

データベース バックアップの自動化設定を変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Administration] > [Database Management] > [Schedule Backup] ウィンドウに移

動し、[Schedule Backup] タブにアクセスします。

ステップ 2 [Schedule Destination] ペインで、データベース バックアップの保存先として次

のいずれかを選択します。

• Default：データベース バックアップを /idspri/backup ディレクトリに配置

するには、このラジオ ボタンをクリックします。

表 11-2 スケジュール データベース バックアップのデフォルト設定

設定 値

Frequency Daily
Time of day 23:59 (11:59 p.m.)
Destination directory Cisco IPICS サーバの /idspri/backup/cron ディレ

クトリ。[Local Directory] オプションの一部として 
/idspri/backup ディレクトリが表示され、/cron サ
ブディレクトリが [Local Directory] フィールドに設

定されます。

（注） [Default] オプションを選択している場合、

デフォルト設定が変更され、データベース 
バックアップは /idspri/backup ディレクト

リに保存されます。

Backup retention 8 days
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• Local Directory：データベースをバックアップするために、ローカル サー

バ上の /idspri/backup ディレクトリのサブディレクトリを指定するには、

このラジオ ボタンをクリックします。ファイルをサーバ上のローカル ディ

レクトリにバックアップする場合、そのディレクトリは /idspri/backup 
ディレクトリのサブディレクトリであることが必要です。ディレクトリが存

在しない場合は、そのディレクトリが作成されます。

（注） 保存先のパスの先頭にスラッシュ（/）が付いていることを確認します。

スラッシュを指定しない場合、[Administration] > [Database 
Management] > [Log] ウィンドウにエラー メッセージが表示され、デー

タベース バックアップは実行されません。

• Remote Host：データベースを REMOTE ロケーションにバックアップする

には、このラジオ ボタンをクリックします。このオプションを選択した場

合、次の情報を指定する必要があります。

– IP Address：リモート ホストの IP アドレスを入力します。

– User Name：リモート ホストへのアクセス用の有効なユーザ名を入力し
ます。

– User Password：このユーザの有効なパスワードを入力します。

– Remote Directory：バックアップ ファイルを保存するリモート ホスト
上の完全なディレクトリ パスの場所を入力します。

（注） Cisco IPICS ではリモート ホスト バックアップを削除しません。

バックアップの保存先、ユーザ名、パスワードの選択の詳細については、「デー

タベース バックアップ保存先の選択に関するガイドライン」（P.11-11）を参照し

てください。

ステップ 3 データベース バックアップの保持期間を変更するには、[Backup Retention] ド
ロップダウン リストをクリックして、バックアップ ファイルを保存する日数を

選択します。

スケジュールまたは手動バックアップを実行している場合は常に、バックアップ

保持設定より古くなったバックアップ ファイルは削除されます。

ステップ 4 [Schedule Time] ペインで、スケジュール バックアップのデフォルトの日時を表

示し、必要な場合は次の手順を実行して値を変更します。

a. スケジュール バックアップが開始される時刻を変更するには、[Start Time] 
ドロップダウン リストをクリックして、適切な値を選択します。
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b. スケジュール バックアップの頻度を変更するには、[Repeat Every] で次のオ

プションのいずれかに対応するラジオ ボタンをクリックします。

– Day：このオプションは日次バックアップをスケジュールします。この
ラジオ ボタンをクリックして、日次データベース バックアップを設定
します。

– Specific Days：このオプションは特定の曜日のチェックボックスをアク
ティブにします。このラジオ ボタンをクリックして適切な曜日をオンに
し、選択した曜日にデータベース バックアップを実行します。

ステップ 5 [Save] をクリックして変更内容を適用、保存します。

変更内容を破棄して現在のデフォルト設定に戻るには、[Cancel] ボタンをクリッ

クします。

注意 [Save] をクリックしないと、変更内容は保存されず、現在の設定に戻ります。

データベース バックアップ保存先の選択に関するガイドライン

Cisco IPICS バックアップの保存先を選択するときには、次のガイドラインに

従ってください。

• データベースをバックアップするときには、[Remote Host] オプションを選

択することをお勧めします。[Remote Host] オプションを使用すると、

Cisco IPICS サーバのハードウェアまたはソフトウェアの障害が発生しても

影響を受けない場所にデータベース バックアップを保存できます。

• 追加の安全対策として、データベース バックアップをリモート ホストから

別の場所にコピーまたは移動し、冗長性を実現することもできます。

• Cisco IPICS サーバ ソフトウェアをアンインストール、再インストール、ま

たはアップグレードする場合は、 新のデータを保持するために、開始前に

リモート ホストへの手動データベース バックアップを実行してください。

• Cisco IPICS オペレーティング システムをサーバに再インストールする場合

は、インストール プロセス中にハード ドライブがフォーマットされ、すべ

てのデータがサーバから削除されます。バックアップ データが失われるこ

とを防ぐために、データベースのバックアップに使用できる別の Linux ベー

スのサーバまたは Windows ベースの PC またはサーバを用意してください。
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– [Remote Host] オプションは、リモート ホストが Linux サーバなどの 
Linux Secure Copy（scp）コマンドをサポートするサーバである場合に

限り使用してください。Windows ベースの PC またはサーバなど、scp 
コマンドをサポートしていないリモート ホストにデータをバックアップ

するには、[Local Directory] オプションを使用し、SSH Secure Shell 
Client ソフトウェアまたは類似のソフトウェアを使用して Windows 
ベースのマシンに対して Secure Copy（scp）を実行します。

リモート ホスト データベース バックアップする場合の警告事
項

[Remote Host] オプションを指定した場合、次の点に注意してください。

• リモート ホストの IP アドレスを調べる必要があります。

• リモート ホスト上で、有効なユーザ名とパスワードを使用する必要があり

ます。

– データのセキュリティを確保するために、Cisco IPICS では同じデータ 
セットに対するリモート バックアップと復元操作で異なるユーザ ID は
使用できません。したがって、データを復元するときには、バックアッ

プの実行時に使用したユーザ ID を指定する必要があります。別のユー

ザ ID を指定すると、アクセス可能性の問題によって復元手順が失敗し

ます。その場合、db-maintenance.log に「permission denied」エラー 
メッセージが出力されます。ベスト プラクティスとして、すべてのリ

モート バックアップおよび復元操作に使用できるユーザ ID を指定する

ことをお勧めします。

• 指定したリモート ホストで scp コマンドを実行できる必要があります。ネッ

トワーク上に scp をサポートするリモート ホストがない場合（たとえば、

Windows PC またはサーバ）、[Local Directory] オプションを使用してデー

タをバックアップし、SSH Secure Shell Client ソフトウェア（または類似の

ソフトウェア）などの SFTP クライアント プログラムを使用してバックアッ

プ ファイルをリモート ホストにコピーします。scp をサポートしないリモー

ト ホストにデータをバックアップする際の詳細については、「scp をサポー

トしないリモート ホストへのデータのバックアップ」（P.11-22）を参照して

ください。

• バックアップ用に指定したディレクトリがリモート ホスト上に存在しない

場合、そのディレクトリが作成されます。
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データベース バックアップからのデータの復元
復元操作を実行する場合、データベース バックアップからデータを取り込み、

バックアップが実行された時点の状態に Cisco IPICS データベースを復元します。

（注） ハイ アベイラビリティを実行中の場合は、データベース バックアップからデー

タを復元できません。この場合は、一時的にハイ アベイラビリティの設定を解

除してから復元を実行する必要があります。手順については、「HA の設定解除」

（P.10-9）を参照してください。

次の状況に 1 つ以上該当する場合、データベースを復元する必要があります。

• サーバ ソフトウェアを再インストールして、ソフトウェアを再インストー

ルする前の状態にデータベースを復元する必要があります。

• チャネル、チャネル グループ、VTG などのサーバ データは、データベース

から削除されるため、取り込む必要があります。

• 1 台の Cisco IPICS サーバから別の Cisco IPICS サーバにデータベースをコ

ピーする必要があります。1 台のサーバでデータベース バックアップを実行

し、別のサーバでそのバックアップからデータベースを復元して、データ

ベースをコピーします。

（注） データを別のサーバに復元することはできますが、両方のサーバで同じ

バージョンの Cisco IPICS ソフトウェアを実行している必要があります。

2 台のサーバでソフトウェアのバージョンが異なる場合、データベース 
スキーマが同じではない可能性があります。この場合、復元操作が失敗

するか、Administration Console のタスクを実行したときに予期しない

エラーが発生する可能性があります。

この項では、データの復元について説明します。また、次のトピックを扱います。

• 「復元手順を使用するオプション」（P.11-14）

• 「復元手順の実行」（P.11-14）

• 「データベース ログ内での復元ステータスの確認」（P.11-18）
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復元手順を使用するオプション

復元パラメータを設定し、すべての復元操作を実行するには、[Administration] 
> [Database Management] > [Restore from Backup] ウィンドウにアクセスしま

す。

注意 復元操作では、すべてのユーザは Cisco IPICS データベースからログアウト

され、復元操作が完了するまで Cisco IPICS にログインできません。復元手

順で発生する可能性のある障害を 小限に抑えるため、メンテナンス時間帯

またはオフピーク時に復元操作を実行することをお勧めします。

デフォルトの場所、指定した別のローカル ディレクトリ、またはリモート ホス

トからデータを復元できます。

（注） データベースを復元する前に、データベース バックアップが実行されてから

行った設定変更は復元されないことに注意してください。

復元手順の実行

データを復元するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Administration] > [Database Management] > [Restore from Backup] ウィンドウ

に移動します。

ステップ 2 [Restore Destination] ペインで、次のオプションからデータを復元する方法を選

択します。

• Default：デフォルトの場所（/idspri/backup）からデータを復元するには、

このラジオ ボタンをクリックします。データベースをデフォルトの場所に

バックアップした場合は、このオプションを選択します。デフォルトのディ

レクトリに複数のデータベース バックアップがある場合（たとえば、定期

スケジュール バックアップ）、復元操作には 新のバックアップが使用され

ます。

• Local Directory (requires full path)：指定したローカル ディレクトリから

データを復元するには、このラジオ ボタンをクリックします。
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復元操作で [Local Directory] または [Remote Host] を指定した場合、ディレ

クトリ パス全体を指定し、次のディレクトリをディレクトリ パスに含めた

ことを確認します。

– /idspri/backup ディレクトリ：Cisco IPICS ではすべてのバックアップ
をローカル ディレクトリの /idspri/backup ディレクトリに保存します。

– IDSB_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss ディレクトリ：データベース バックアッ
プの実行時に Cisco IPICS によって作成されたディレクトリ。

（注） scp をサポートしていないリモート ホストにデータをバックアップ

する場合も、[Local Directory] オプションを指定します。scp をサ

ポートしていないリモート ホストにファイルをバックアップする場

合は、「scp をサポートしないリモート ホストからのデータの復元」

（P.11-24）の手順に従って、リモート ホストからローカル ディレク

トリにバックアップ ファイルを移動します。それから、この手順を

続けます。

• Remote Host：リモート ホスト（指定したディレクトリの場所）からデータ

を復元するには、このラジオ ボタンをクリックします。

[Remote Host] ラジオ ボタンをクリックした場合、次の情報を指定する必要

があります。

– IP Address：リモート ホストの IP アドレスを入力します。

– User Name：リモート ホストへのアクセス用の有効なユーザ名を入力し
ます。

データベースを復元するためのユーザ名は、データベースのバックアッ
プで使用したユーザ名と同じにする必要があります。異なるユーザ名を
指定すると、データベース バックアップにアクセスするための正しい権
限がないため、復元手順が失敗します。

– User Password：このユーザの有効なパスワードを入力します。

– Remote Directory：データベースを復元するリモート ホストのディレク
トリ パスを入力します。完全なディレクトリ パスと、データベース 
バックアップで生成されるディレクトリを入力します。次に例を示しま
す。
/mybackups/IDSB_2006-08-25_17-13-55
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（注） ユーザ名、パスワード、リモート ディレクトリを正しく入力してく

ださい。そうしないと、scp プロセスは失敗します。scp プロセスが

失敗した場合、[Administration] > [Database Management] > [Log] 
ウィンドウでログをチェックして、エラーの原因を確認できます。

ステップ 3 [Restore Now] をクリックします。

ポップアップ ウィンドウが表示され、復元処理の確認を求められます。

（注） 復元操作を実行する場合、 後にデータをバックアップしてから保存し

たすべてのデータは失われます。復元処理をキャンセルし、 後のバッ

クアップ以降に保存されたデータを保持する場合は、[Cancel] をクリッ

クします。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

復元操作が開始され、すべてのユーザは Administration Console からログアウト

されます。

（注） データベース バックアップ操作と異なり、復元操作が完了するまで 
Administration Console で復元操作のログ詳細を表示できません。復元

操作時に Tomcat サービスが再開され、自動的にすべてのユーザが 
Cisco IPICS からログアウトされます。

ヒント 完了する前に復元操作のステータスを確認するには、Cisco IPICS サー

バの /opt/cisco/ipics/database/logs/db-maintenance.log ファイルを表

示します。詳細については、「データベース ログ内での復元ステータス

の確認」（P.11-18）を参照してください。

ステップ 5 復元操作のステータスを確認するには、次の操作のいずれかを実行してください。

• CLI コマンドを使用して復元操作のステータスを表示するには、「データ

ベース ログ内での復元ステータスの確認」（P.11-18）を参照してください。

• 復元操作の 終的なステータスを表示するには、次の手順を実行してくださ

い。
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a. 約 10 ～ 15 分間待機し、ipics ユーザ ID を使用して Administration 
Console にログインします。

復元操作が完了する前に Administration Console にログインすると、次

の例のようなメッセージが表示されます。

You entered an invalid user name or password, or your browser 
was unable to recognize your entries.
Please enter your user name and password again.
If this problem persists, the database may be unavailable. 
Contact your System Administrator for help.

上のメッセージが表示された場合、復元操作の進捗を確認できます。そ

のためには、ターミナル ウィンドウを開いて「データベース ログ内で

の復元ステータスの確認」（P.11-18）で説明するようなログを確認しま

す。それでもログインしてこのステータスを確認できない場合は、

「データ復元後 Administration Console にログインできない」（P.11-26）
のトラブルシューティング手順に従って問題を解決します。

b. [Administration] > [Database Management] > [Log] ウィンドウに移動し

ます。

c. [Database Logs] ペインを確認して、復元手順に関する 新のステータ

ス メッセージを表示します。

（注） [Refresh] をクリックしてログ ウィンドウをリフレッシュし、新しい

メッセージを表示します。

ステップ 6 すべてのデータベース ログ ファイルを表示するには、次の手順を実行します。

a. 約 20 分間待機し、Administration Console にログインします。

b. [Administration] > [Database Management] > [Log] ウィンドウに移動します。

c. [Download] をクリックします。

d. 「バックアップおよび復元ログのダウンロードと表示」（P.11-19）のステッ

プ 3 に一覧表示されている操作を実行し、.zip ファイルを解凍して、

db-maintenance.log ファイルを表示またはダウンロードします。
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データベース ログ内での復元ステータスの確認

復元操作が開始されると、Cisco IPICS Administration Console からすべての

ユーザがログアウトされます。処理が完了するまで、Administration Console に
ログインできません。完了する前に復元手順のステータスを確認するには、

Cisco IPICS サーバにログインし、db-maintenance.log ファイルの内容を表示し

ます。

db-maintenance.log ファイルは、サーバ上の次のディレクトリに置かれていま

す。/opt/cisco/ipics/database/logs 

db-maintenance.log ファイル、および Cisco IPICS の他のログ ファイルの詳細

については、「バックアップおよび復元ログのダウンロードと表示」（P.11-19）
を参照してください。

データベース ログに手動でアクセスし、復元操作のステータスを確認するには、

次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ターミナル ウィンドウを開き、ipicsadmin またはルート ユーザ ID を使用して

サーバにログインします。

ターミナル ウィンドウが表示されます。

（注） ipicsadmin ユーザには、Cisco IPICS アプリケーション、データベース

のバックアップと復元に関連する Cisco IPICS サーバ フォルダ、ファイ

ル、およびスクリプトに対するフル権限が付与されます。ルート ユーザ

は、Cisco IPICS サーバ内のすべてのファイルにアクセスできます。

ステップ 2 次のコマンドを入力して db-maintenance.log ファイルの 後の 25 行のテキスト

を確認します。

[ipicsadmin]# tail -25 /opt/cisco/ipics/database/logs/db-maintenance.log

ステップ 3 出力の 後の行を確認し、復元処理が正常に完了したかどうかを確認します。

ステップ 4 復元操作のステータスを確認するには、db-maintenance.log ファイルの出力に応

じて、次の 1 つ以上の操作を実行します。

• 「Restore ended without errors」ログ エントリがある場合、復元処理は正常

に完了したため、追加の操作は必要ありません。
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• 「Restore process ended without errors」ログ エントリがない場合、または復

元処理が完了したことを示す他のメッセージがない場合、数分間待機してス

テップ 2 をもう一度実行してください。

• 復元処理が終了したけれども正常には終了しなかったことを示すエラー 
メッセージが表示された場合、次の手順を実行してログ ファイルを確認し

ます。

a. 次のコマンドを入力します。

[ipicsadmin]# more /opt/cisco/ipics/database/logs/db-maintenance.log

必要に応じてスペースキーを押し、追加のテキスト行を確認します。

b. ログ ファイルのエントリを表示し、評価します。

ログ ファイルには復元処理が正常に完了しなかった理由を示す情報が表

示されます（たとえば、リモート ホストに対して正しくないパスワード

を入力したためにリモート復元操作が完了できなかった、など）。

c. 発生したエラーを書き留めます。

d. エラーで示されたとおりに、問題を解決する処理を実行します。サポー

トが必要な場合は、「Cisco IPICS のバックアップおよび復元手順のトラ

ブルシューティング」（P.11-22）を参照して問題を解決します。

e. 「復元手順の実行」（P.11-14）の手順に従って、復元操作を再試行します。

バックアップおよび復元ログのダウンロードと表示
Cisco IPICS では、バックアップおよび復元操作のロギング詳細を、

db-maintenance.log と dbm_log_archive.log.gz の 2 つのファイルに保存します。

• db-maintenance.log ファイルは、Cisco IPICS が 1 日のバックアップまたは

復元操作で生成するロギング情報を取り込みます。

db-maintenance.log ファイルの内容は、[Administration] > [Database 
Management] > [Log] ウィンドウで表示できます。

（注） db-maintenance.log ファイルは、データベース バックアップまたは復元

操作の初回実行時に、サーバ上に作成されます。
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• dbm_log_archive.log.gz ファイルは圧縮ファイルで、以前の 
db-maintenance.log の日次ログ ファイルのアーカイブ データが含まれます。

バックアップまたは復元操作を実行するときは常に、Cisco IPICS で 
db-maintenance.log ファイルがチェックされ、その日のログ データが含ま

れているかがチェックされます。db-maintenance.log ファイルに前日のデー

タが含まれている場合、db-maintenance.log ファイルの情報は 
dbm_log_archive.log.gz ファイルに移動されます。その後、現在のバック

アップまたは復元操作のログ データが db-maintenance.log ファイルに保存

されます。

dbm_log_archive.log.gz ファイルのデフォルトの 大許容可能サイズは 
5 MB です。ファイルが 大サイズに達すると、ファイルが設定済み 大サ

イズになるまで dbm_log_archive.log.gz ファイルの も古い 5 % の情報か

ら削除されます。

dbm_log_archive.log.gz ファイルを db-maintenance.log ファイルとともにダウ

ンロードし、[Administration] > [Database Management] > [Log] ウィンドウの 
[Download] ボタンをクリックして PC に保存できます。ファイルを PC にダウ

ンロードしてから、テキスト ファイルとして表示できます。

データベース ログを定期的にチェックし、 近のバックアップと復元に関連す

ると思われるステータス メッセージやエラー情報が記録されていないかどうか

確認することをお勧めします。

（注） ダウンロード ファイルは結合され、1 つの Zip ファイルに圧縮されています。

ファイルを開いて抽出するためには、ダウンロード先のマシンに WinZip などの

アプリケーションがインストールされている必要があります。

Administration Console から db-maintenance.log およびデータベース アーカイ

ブ ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 [Administration] > [Database Management] > [Log] ウィンドウに移動し、[Log] 
タブにアクセスします。

ステップ 2 [Download] をクリックして [Download] ダイアログボックスを開きます。

[Download] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Save] をクリックして圧縮ファイルを PC に保存します。
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[Save As] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 4 ファイルを保存するディレクトリの場所に移動し、[Save] をクリックします。

ダウンロード プログラムにより .zip ファイルが指定した場所に保存されます。

ステップ 5 .zip ファイルを保存したディレクトリの場所に移動します。

ステップ 6 .zip ファイルをダブルクリックして開きます。

.zip ファイルが開き、db-maintenance.log と dbm_log_archive.log.gz ファイルが

表示されます。

ステップ 7 db-maintenance.log ファイルをクリックして選択します。

ステップ 8 [Extract] をクリックします。

[Extract] ウィンドウが開きます。

ステップ 9 db-maintenance.log ファイルを保存するディレクトリの場所に移動します。

ステップ 10 [Extract] をクリックします。

解凍プログラムにより、db-maintenance.log ファイルが PC 上に指定した場所に

保存されます。

ステップ 11 dbm_log_archive.log.gz ファイルをダブルクリックして開きます。

.gz ファイルが開き、dbm_log_archive.log ファイルが個別のウィンドウに表示

されます。

ステップ 12 dbm_log_archive.log ファイルをクリックして選択します。

ステップ 13 [Extract] をクリックします。

[Extract] ウィンドウが開きます。

ステップ 14 dbm_log_archive.log ファイルを保存するディレクトリの場所に移動します。

ステップ 15 [Extract] をクリックします。

解凍プログラムにより、dbm_log_archive.log ファイルが PC 上に指定した場所

に保存されます。

ステップ 16 ログ ファイルの内容を表示するには、テキスト ファイルを表示できる任意のソ

フトウェア プログラム（メモ帳など）を使用してファイルを開きます。
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Cisco IPICS のバックアップおよび復元手順のト
ラブルシューティング

この項では、バックアップおよび復元操作のトラブルシューティング方法につい

て説明します。

この項で説明する手順を行うために、次のユーザ ID を 1 つ以上使用できる必要

があります。

• root 

• informix 

• ipicsadmin

この項では、次のトピックを扱います。

• 「scp をサポートしないリモート ホストへのデータのバックアップ」（P.11-22）

• 「scp をサポートしないリモート ホストからのデータの復元」（P.11-24）

• 「データ復元後 Administration Console にログインできない」（P.11-26）

• 「Cisco IPICS の再インストール後にリモート ホストからデータベース バッ

クアップを取得できない」（P.11-28）

• 「Cisco IPICS データベースのバックアップと復元を行うために 
Administration Console にアクセスできない」（P.11-29）

scp をサポートしないリモート ホストへのデータのバック
アップ

問題 データをバックアップするリモート ホストで scp コマンドをサポートして

いません（たとえば、リモート ホストが Windows PC またはサーバの場合）。

ソリューション ファイルをバックアップするときは、[Local Directory] オプ

ションを選択します。Secure File Transfer Protocol（SFTP）クライアント ソフ

トウェア プログラムを使用して、バックアップ データをリモート ホストにコ

ピーします。

scp をサポートしていないリモート ホストにデータをバックアップするには、次

の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 ローカル ディレクトリにファイルをバックアップするには、「手動データベース 
バックアップの実行」（P.11-4）の手順に従います。

ステップ 2 SFTP プログラムとして動作可能なプログラム（SSH Secure Shell Secure File 
Transfer Client または類似のソフトウェア）を開きます。SSH Secure Shell File 
Transfer Client を使用する場合は、[Start] > [Programs] > [SSH Secure Shell] > 
[Secure File Transfer Client] を選択して、PC から Cisco IPICS サーバにリモー

ト接続します。

[SSH Secure Shell File Transfer Client] ウィンドウが表示されます。PC のデスク

トップが左側のペインに表示されます。

ステップ 3 [Quick Connect] をクリックして、サーバに接続します。

[Connect to Remote Host] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [Host] フィールドにサーバの DNS ホスト名または IP アドレスを入力してから、

Tab キーを押します。

ステップ 5 [User Name] フィールドに root と入力します。

ステップ 6 [Connect] をクリックします。

[Enter Password] ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 ルート ユーザのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

SSH Secure Shell File Transfer Client がサーバに接続し、/root ディレクトリの

内容をウィンドウの右側のペインに表示します。

ステップ 8 SSH Secure Shell のメニュー バーから [Operation] > [Go to Folder] を選択しま

す。

[Go to Folder] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

ステップ 9 [Enter Folder Name] フィールドに、ファイルをバックアップするフォルダの名

前を入力します（たとえば、/idspri/backup/mybackup）。

ウィンドウの右側のペインに、フォルダの内容が表示されます。フォルダには、

ローカル ディレクトリ バックアップが実行された日時のタイムスタンプが付い

ています（たとえば、IDSB_2006-11-02_14-04-52）。このディレクトリにバッ

クアップ ファイルが含まれます。

ステップ 10 ウィンドウの左側のペインで、バックアップ ファイルをコピーする、PC 上の

フォルダに移動します。
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ステップ 11 ウィンドウの右側のペインで、IDSByyyy-mm-dd_hh-mm-ss とタイムスタンプの

付いたフォルダをクリックします。

ステップ 12 ウィンドウの右側のペインから左側のペインに向かってフォルダをドラッグし、

コピー プロシージャを開始します。

SSH Secure Shell プログラムによりバックアップ フォルダ、およびその内容が 
PC 上に指定したフォルダにコピーされている間、進捗ウィンドウが表示されま

す。コピー操作が完了すると、バックアップ フォルダが左側のペインに表示さ

れます。

ステップ 13 SSH Secure Shell File Transfer Client を閉じます。

scp をサポートしないリモート ホストからのデータの復元

問題 scp コマンドをサポートしていないリモート ホスト（たとえば、リモート 
ホストが Windows PC またはサーバ）でデータをバックアップし、そのリモー

ト ホストからバックアップ ファイルを取り出す必要があります。

ソリューション SFTP クライアント ソフトウェア プログラムを使用して、リ

モート ホストからサーバにバックアップ ファイルを移動します。その後、バッ

クアップ データを移動したローカル ディレクトリからデータを復元します。

scp をサポートしていないリモート ホストからデータを復元するには、次の手順

を実行します。

手順

ステップ 1 データをバックアップしたリモート ホストにアクセスします。

ステップ 2 SFTP プログラムとして動作可能なプログラム（SSH Secure Shell Secure File 
Transfer Client または類似のソフトウェア）を開きます。SSH Secure Shell File 
Transfer Client を使用する場合は、[Start] > [Programs] > [SSH Secure Shell] > 
[Secure File Transfer Client] を選択して、PC から Cisco IPICS サーバにリモー

ト接続します。

[SSH Secure Shell File Transfer Client] ウィンドウが表示されます。PC のデスク

トップが左側のペインに表示されます。

ステップ 3 [Quick Connect] をクリックして、サーバに接続します。

[Connect to Remote Host] ウィンドウが表示されます。
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ステップ 4 [Host] フィールドにサーバの DNS ホスト名または IP アドレスを入力してから、

Tab キーを押します。

ステップ 5 [User Name] フィールドに root と入力します。

ステップ 6 [Connect] をクリックします。

[Enter Password] ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 ルート ユーザのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

SSH Secure Shell File Transfer Client がサーバに接続し、/root ディレクトリの

内容をウィンドウの右側のペインに表示します。

ステップ 8 ウィンドウの左側のペインで、バックアップ ファイルを保存したリモート ホス

ト上のフォルダの場所に移動します（たとえば、

C:¥My Documents¥IDSB_2006-11-02_14-04-52）。

ステップ 9 SSH Secure Shell のメニュー バーから [Operation] > [Go to Folder] を選択しま

す。

[Go to Folder] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

ステップ 10 [Enter Folder Name] フィールドで、/idspri/backup と入力します。

ウィンドウの右側のペインに、/idspri/backup フォルダの内容が表示されます。

ステップ 11 ウィンドウの左側のペインから右側のペインに向かって PC 上のバックアップ 
フォルダをドラッグし、コピー プロシージャを開始します。

SSH Secure Shell プログラムによりバックアップ フォルダ、およびその内容が 
PC から /idspri/backup ディレクトリにコピーされている間、進捗ウィンドウが

表示されます。コピー操作が完了すると、バックアップ フォルダが右側のペイ

ンに表示されます。

ステップ 12 [New Terminal Window] アイコンをクリックするか、メニュー バーの 
[Window] > [New Terminal] を選択してターミナル ウィンドウ セッションを開

きます。

ステップ 13 次のコマンドを入力して、バックアップ フォルダおよびファイルの所有者を

ルート ユーザおよびグループから informix ユーザおよび ipics グループに変更し

ます。

[root]# chown -R informix:ipics /idspri/backup/IDSB*

ステップ 14 次のコマンドを入力して、Cisco IPICS のバックアップ フォルダおよびファイル

の読み取りおよび書き込みを許可します。

[root]# chmod -R 550 /idspri/backup/IDSB*
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ステップ 15 SSH Secure Shell ターミナル ウィンドウを閉じるには、[Close] をクリックしま

す。

ステップ 16 SSH Secure Shell File Transfer Client を閉じるには、[Close] をクリックします。

ステップ 17 ローカル ディレクトリからファイルを復元するには、「復元手順の実行」

（P.11-14）の手順に従います。ローカル復元操作を実行する場合は、バックアッ

プ データベースの完全なディレクトリ パスを指定してください。

データ復元後 Administration Console にログインできない

データを復元した後で Administration Console にログインできない場合、ブラウ

ザに表示されたエラーをすべて書き留め、それらのエラーを次の問題の説明と照

らし合わせます。次に、対応する解決策に一覧表示されている手順を実行し、問

題の解決を試みます。

問題 「データベース ログ内での復元ステータスの確認」（P.11-18）で説明した

ように復元操作のステータスをチェックした後、復元操作が正常に完了したこと

を確認します。ただし、Cisco IPICS コンソールにログインするときに Cannot 
find server or DNS Error エラー メッセージがブラウザに表示された場合は、

Administration Console にアクセスできません。

ソリューション Tomcat サービスが、復元操作の後に再起動されていない可能

性があります。Tomcat サービスを再起動するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ターミナル ウィンドウを開き、ルート ユーザ ID を使用してサーバにログインし

ます。

ステップ 2 Tomcat サービスを含む Cisco IPICS プロセスを再起動するには、次のコマンド

を入力します。

[root]# service ipics restart

（注） このコマンドはポリシー エンジンも再起動することに注意してくださ

い。ポリシー エンジンはアクティブなダイヤルインまたはダイヤルアウ

ト コールをすべてキャンセルします。
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Tomcat プロセスと他の Cisco IPICS プロセスが停止した後、また正常に再起動

された後にも、Cisco IPICS から [OK] メッセージが表示されます。

ステップ 3 Administration Console にログインします。

問題 「データベース ログ内での復元ステータスの確認」（P.11-18）で説明した

ように復元操作のステータスをチェックした後、復元操作が正常に完了したこと

を確認します。ただし、Cisco IPICS Administration Console にログインしよう

とすると、次のポップアップ ウィンドウが表示されます。

You entered an invalid name or password.
Please try again.
If this problem persists, the database may be unavailable. Contact 
your system administrator for help.

ソリューション この場合、復元操作の後で Cisco IPICS データベースが再起動

されていない可能性があります。データベースを再起動するには、次の手順を実

行します。

手順

ステップ 1 ターミナル ウィンドウを開き、ルート ユーザ ID を使用してサーバにログインし

ます。

ステップ 2 データベースのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

[root]# onstat -

（注） このコマンドにより、データベースの現在のステータスが表示されます。

データベースがオンラインで実行中の場合、このコマンドにより次の応答が表示

されます。

IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC8W4   -- On-Line -- Up 
15:54:28 -- 505836 Kbytes

データベースが実行中ではない場合、このコマンドにより次の応答が表示されま

す。

shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'IPICSDBServer'

ステップ 3 データベースが実行中ではない場合、次のコマンドを入力して手動で Informix 
データベースを起動します。
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[root]# service ipics_db start

ステップ 4 Administration Console にログインします。

Cisco IPICS の再インストール後にリモート ホストからデー
タベース バックアップを取得できない

問題 Cisco IPICS オペレーティング システムの再インストール後に、リモート 
ホストからデータの復元を行うと、復元操作が失敗します。

ソリューション Cisco IPICS オペレーティング システムを再インストールする

と、scp プロセスで使用するホスト キーが Cisco IPICS システムから削除されま

す。これらのホスト キーは、認証目的のためリモート システムで使用されてい

ます。この場合、Cisco IPICS システムの認証のためにリモート システムで使用

されるホスト キーは、新しくインストールされた Cisco IPICS システムのホス

ト キーと一致しなくなります。

新しいホスト キーが認識されるようにリモート ホストを設定するには、次の手

順を実行します。

手順

ステップ 1 SSH Secure Shell Client ソフトウェアまたは同等の機能を備えたソフトウェアを

使用して、リモート ホストにアクセスするターミナル ウィンドウを開きます。

ステップ 2 リモート ホストへのデータベース バックアップで使用したものと同じユーザ名

を使用して、リモート ホストにログインします。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、Cisco IPICS サーバにアクセスするセキュア シェルを

開きます。

ssh <ip_address> | <dnsname>

表示の意味は次のとおりです。

<ip_address> または <dnsname> はサーバの IP アドレスまたは DNS ホスト名を

表します。

次のようなメッセージが表示されます。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@        WARNING: HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!        @
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle 
attack)!
It is also possible that the host key has just been changed.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /yoursystem/ssh/known_hosts to get rid of this 
message.
Agent forwarding is disabled to avoid attacks by corrupted servers.
X11 forwarding is disabled to avoid attacks by corrupted servers.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

ステップ 4 Cisco IPICS サーバの新しいパブリック ホスト キーを承認するには、Yes と入力

します。

ステップ 5 Cisco IPICS サーバからログアウトするには、exit と入力します。

ステップ 6 リモート ホストからログアウトするには、exit と入力します。

ステップ 7 「データベース バックアップからのデータの復元」（P.11-13）で説明したとおり、

Cisco IPICS Administration Console から復元操作を再試行します。

Cisco IPICS データベースのバックアップと復元を行うため
に Administration Console にアクセスできない 

問題 Administration Console にアクセスできないため、バックアップおよび復

元操作を実行できません。

ソリューション Administration Console にアクセスできない状況の場合、

Command Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を実行して

バックアップおよび復元手順を実行します。

（注） 通常のバックアップおよび復元手順では Administration Console を使用すること

をお勧めします。これらの CLI コマンドは、Administration Console にアクセス

できない状況でだけ使用します。

CLI を使用してデータをバックアップおよび復元するには、次の項で説明する手

順を実行します。
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• 「CLI を使用した手動による Cisco IPICS データベースのバックアップ」

（P.11-30）

• 「CLI を使用した手動による Cisco IPICS データベースの復元」（P.11-31）

CLI を使用した手動による Cisco IPICS データベースのバックアップ

CLI を使用してデータベースを手動でバックアップするには、

backup_ipics_ids スクリプトを使用します。このスクリプトはデータベースを

デフォルトのバックアップ ロケーション、または指定した場所のいずれかに

バックアップします。スクリプト内で引数を使用して、バックアップの場所を指

定します。データベース ファイルをローカル サーバ、または scp コマンドをサ

ポートするリモート サーバにバックアップできます。

データベース ファイルを手動でバックアップするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ターミナル ウィンドウを開き、informix ユーザ ID を使用してサーバにログイン

します。

informix ユーザとして直接ログインできない場合（たとえば、informix ユーザ 
ID のパスワードがわからない場合）、ルート ユーザとしてログインしてから、

次の方法のいずれかを使用して informix ユーザ ID にアクセスします。

• 次のコマンドを入力して、informix ユーザ ID でログインします。

[root]# su - informix

• 次のコマンドを入力して、informix ユーザ ID のパスワードをリセットしま

す。

[root]# reset_pw -u informix

reset_pw コマンドの使用方法の詳細については、『Cisco IPICS 
Troubleshooting Guide』の「Troubleshooting the Cisco IPICS Server」を参

照してください。

ターミナル ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 データベース ファイルをバックアップするには、次のコマンドを入力します。

[informix]$ backup_ipics_ids [ cp <localdirectory>] [ scp <remotedirectory> 
<remoteip> <remoteuserid> <remotepassword>]

表示の意味は次のとおりです。
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<localdirectory> には、データベース バックアップを保存する /idspri/backup 
ディレクトリのサブディレクトリを指定します。このディレクトリが存在しない

場合、Cisco IPICS によって /idspri/backup/localdirectory として作成されま

す。たとえば、mybackups というディレクトリを指定して、そのディレクトリ

が存在しない場合、Cisco IPICS によって /idspri/backup/mybackups という

ディレクトリが作成され、バックアップがそのディレクトリに置かれます。

<remotedirectory> には、データベース バックアップを保存するリモート ホスト

の完全ディレクトリ パスを指定します。このディレクトリは存在する必要があ

ります。存在しない場合、バックアップ操作は失敗します。

<remoteip> にはリモート ホストの IP アドレスを指定します。

<remoteuserid> にはリモート ホストのユーザ ID を指定します。

<remotepassword> にはリモート ホストのユーザ ID のパスワードを指定します。

backup_ipics_ids コマンドに何も引数を指定しない場合、デフォルトで 
Cisco IPICS はデータベース バックアップを次のディレクトリに保存します。

/idspri/backup/IDSB_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss

表示の意味は次のとおりです。

yyyy-mm-dd_hh-mm-ss には Cisco IPICS でバックアップ手順を実行する年、月、

日、時間、分、秒をそれぞれ指定します。

backup_ipics_ids コマンドを入力すると、Cisco IPICS によりデータベース 
ファイルがバックアップされ、IDSB_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss サブディレクトリ

が作成され、バックアップが指定したサブディレクトリに保存されます。

CLI を使用した手動による Cisco IPICS データベースの復元

restore_ipics_ids スクリプトを使用してバックアップ操作から取り出したバッ

クアップ ファイルから、データベースを復元できます。ローカル Cisco IPICS 
サーバのバックアップ ファイル、またはリモート サーバのファイルからデータ

ベースを復元できます。

ファイルを復元するときは、バックアップ ファイルがある完全なディレクトリ 
パスを指定します。バックアップ ファイルには、ファイル拡張子 .ota が付いて

います。完全なディレクトリ パスの例は次のとおりです。

/idspri/backup/IDSB_2007-05-01_17-11-47
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デフォルトで、Cisco IPICS はスケジュール バックアップ ファイルを 
/idspri/backup/cron ディレクトリに保存します。デフォルト値を使用するスケ

ジュール バックアップからデータベースを復元するには、/idspri/backup/cron/ 
ディレクトリから .ota ファイルを指定します。

既存のバックアップからデータベースを手動で復元するには、次の手順を実行し

ます。ハイ アベイラビリティを実行中の場合は、一時的にハイ アベイラビリ

ティの設定を解除してからこの手順を実行する必要があります。手順について

は、「HA の設定解除」（P.10-9）を参照してください。

手順

ステップ 1 ターミナル ウィンドウを開き、informix ユーザ ID を使用してサーバにログイン

します。

ターミナル ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 復元手順で使用するバックアップ ファイルの名前がすでにわかっている場合は、

ステップ 3 に進みます。それ以外の場合は、次のタスクを実行することによって

復元手順で使用する .ota ファイルを検索します。

• ローカル サーバ上の .ota ファイルを検索するには、次の手順を実行します。

a. サーバ上のすべての .ota ファイルを一覧表示するには、次のコマンドを

入力します。

[root]# find / -name *.ota | more

サーバ上にあるすべての .ota ファイル名と完全なディレクトリ パスが

表示されます。

（注） 多数の .ota ファイルがサーバ上に存在する場合、ファイル一覧は複

数画面に表示されます。スペースキーを押して、次の画面に移りま

す。

b. 復元手順で使用する完全なディレクトリ パスと .ota ファイル名を書き

留めます。

• リモート ホスト上の .ota ファイルを検索するには、リモート ホストにログ

インして手順 a と b. を実行します。
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（注） Cisco IPICS でリモート バックアップが実行された場合、各リモー

ト バックアップのコピーが作成され、ローカル サーバの 
/idspri/backup ディレクトリに保存されます。そのため、ローカル 
サーバでも /idspri/backup ディレクトリでリモート バックアップの

一覧を検索できます。

ステップ 3 データベース ファイルを復元するには、次のコマンドを入力します。

[informix]$ restore_ipics_ids [ L ] [ L A <localdirectory>] 
[ L A R <remoteuserid> <remotepassword> <remoteip> <remotedirectory>]

表示の意味は次のとおりです。

<localdirectory> には、.ota ファイルが置かれているローカル サーバの完全な

ディレクトリ パスを指定します。

<localfilename>.ota には、復元手順で使用するローカル サーバ上のバックアッ

プ ファイル名を指定します。

<remoteuserid> にはリモート ホストのユーザ ID を指定します。

<remotepassword> にはリモート ホストのユーザ ID のパスワードを指定します。

バックアップ ファイルがファイルの復元先サーバと同じサーバ上にない場合は、

パスワードに含まれるすべての特殊文字の前にバックスラッシュ（\）をつけます。

<remoteip> にはリモート ホストの IP アドレスを指定します。

<remotedirectory> には、.ota ファイルが置かれているリモート ホストの完全な

ディレクトリ パスを指定します。

Cisco IPICS では、指定した .ota ファイルからデータベースが復元されます。
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C H A P T E R 12

Cisco IPICS のサービサビリティ情
報および診断情報の概要 

この章では、Cisco IPICS で取得できるサービサビリティ情報および診断情報に

ついて説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 「[Serviceability] トレイの概要」（P.12-1）

• 「ダッシュボード ウィンドウでの情報の表示」（P.12-2）

• 「Cisco IPICS サーバ診断情報の表示」（P.12-8）

• 「Cisco IPICS システム ログの表示」（P.12-14）

[Serviceability] トレイの概要
[Serviceability] トレイは Administration Console の [Server] タブにあり、次の

ウィンドウで構成されています。

• Dashboard：[Dashboard] ウィンドウには、Cisco IPICS システムおよびリ

ソースの情報が表示されます。このウィンドウに表示される情報の詳細につ

いては、「ダッシュボード ウィンドウでの情報の表示」（P.12-2）を参照して

ください。

• Diagnostics：このウィンドウには、Cisco IPICS サーバおよびサーバと対話

する Cisco IPICS システム コンポーネントの概要が表示されます。このウィ

ンドウでは、診断スクリプトを実行したり、その結果や追加の診断情報をダ

ウンロードしたりもできます。[Diagnostics] ウィンドウの詳細については、

「Cisco IPICS サーバ診断情報の表示」（P.12-8）を参照してください。
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• System Logs：このウィンドウには、Cisco IPICS のロギング情報が表示さ

れます。この情報は、システムのトラブルシューティングやデバッグに役立

ちます。[System Logs] ウィンドウの詳細については、「Cisco IPICS システ

ム ログの表示」（P.12-14）を参照してください。

ダッシュボード ウィンドウでの情報の表示
ダッシュボード ウィンドウには、システム全体のステータスに関する 新の情

報がリアルタイムで表示されます。このウィンドウに表示される情報の対象とな

るのは、すでに使用しているリソースと使用可能なリソースです。これらのリ

ソースには、中央処理装置（CPU）やメモリの使用率などのシステム リソース

から、チャネル、インシデント、VTG、ユーザ、ライセンス、および RMS の詳

細などのエンティティ リソースまで、さまざまなものが含まれます。

このウィンドウには複数のペインがあり、各リソースがそれぞれ別のペインに表

示されます。各ペインはダッシュボードとも呼ばれます。

ヒント このウィンドウ内の要素を更新し、 新の情報を取得するには、ウィンドウの上

部にある [Refresh] をクリックします。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「[System Dashboard] の概要」（P.12-3）

• 「[Channel Dashboard] の概要」（P.12-4）

• 「[Incident Dashboard] の概要」（P.12-5）

• 「[Virtual Talk Group Dashboard] の概要」（P.12-6）

• 「[User Dashboard] の概要」（P.12-6）

• 「[License Dashboard] の概要」（P.12-7）

• 「[RMS Dashboard] の概要」（P.12-8）
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[System Dashboard] の概要

[System Dashboard] には、Cisco IPICS ポリシー エンジン、サーバのメモリお

よびハード ディスクの使用率、およびマルチキャスト アドレスに関する情報が

表示されます。このペインに含まれる要素については、表 12-1 を参照してくだ

さい。

ポリシー エンジン サービスおよびトレース ファイルの関連情報については、

「ダイヤル エンジン サービスに関する情報の取得」（P.8-2）および「ポリシー エ
ンジンのトレースの管理」（P.8-4）を参照してください。

表 12-1 [System Dashboard] の要素

要素 説明

Policy counts [multi-purpose, 
invitation]

ポリシー エンジンで使用できるポリ

シー（アクティブまたは非アクティ

ブ）の総数が多目的ポリシーおよび招

待ポリシーごとに表示されます。ポリ

シー タイプの詳細については、「ポリ

シーの追加」（P.6-6）および「ポリ

シーのアクションの管理」（P.6-8）を

参照してください。

Policy Engine status ポリシー エンジンのステータス。ス

テータスが [Up] の場合はポリシー エ
ンジンがアクティブであることを示し、

[Down] の場合はポリシー エンジンが

非アクティブであることを示します。

Configured activity log size (in MB) アクティビティ ログ ファイルの 大

サイズ。

（注） アクティビティ ログの詳細に

ついては、「アクティビティ ロ
グの管理」（P.2-100）を参照

してください。

Current activity log size (in MB) アクティビティ ログ ファイルの現在

のサイズ。
12-3
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 12 章     Cisco IPICS のサービサビリティ情報および診断情報の概要

    ダッシュボード ウィンドウでの情報の表示
[Channel Dashboard] の概要

[Channel Dashboard] には、システム内のチャネルの総数、有効なチャネル、無

効なチャネル、アクティブなチャネル、および接続済みチャネルの数、および各

チャネルの現在のステータスが表示されます。チャネルおよび Cisco IPICS での

チャネルの使用の詳細については、「PTT チャネルとチャネル グループの管理」

（P.2-2）を参照してください。

このペインに含まれる要素については、表 12-2 を参照してください。

Free memory (in MB) Cisco IPICS サーバ上のランダム アク

セス メモリ（RAM）の空き容量。

RAM は Cisco IPICS サーバのデュア

ル インライン メモリ モジュール

（DIMM）から取得されます。

Used memory (in MB) サーバが現在使用している RAM の量。

CPU - percent idle アイドル状態にある使用可能な CPU 
リソースの割合。CPU リソースは

サーバの CPU から取得されます。

Disk usage (in GB) [used / free / total] サーバで現在使用されているディスク 
スペースの量、サーバで現在使用でき

る空きディスク スペースの量、および

サーバに搭載されたハード ディスクの

総容量。

Total/Available number of multicast 
addresses in pool

マルチキャスト アドレス プール内の

マルチキャスト アドレスの総数、およ

び使用可能なマルチキャスト アドレス

の数。マルチキャスト アドレス プー

ルの詳細については、「マルチキャス

ト プールの管理」（P.2-51）を参照し

てください。

表 12-1 [System Dashboard] の要素 （続き）

要素 説明
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[Incident Dashboard] の概要

[Incident Dashboard] には、システム内のインシデントの総数と、アクティブお

よび非アクティブのインシデントの数に関する情報が表示されます。チャネルお

よび Cisco IPICS でのチャネルの使用の詳細については、「インシデントの管理」

（P.2-76）を参照してください。

このペインに含まれる要素については、表 12-3 を参照してください。

表 12-2 [Channel Dashboard] の要素

要素 説明

Total number of channels Cisco IPICS サーバに設定されたチャ

ネルの総数。

Number of enabled channels 有効になっているチャネルの数。

Number of disabled channels 無効になっているチャネルの数。

Media Connection Count (for enabled 
channels)

このフィールドは、[Configuration] > 
[Channels] ウィンドウで有効になって

いるチャネルにマッピングされたメ

ディア接続割り当ての総数を表しま

す。有効になっているチャネルに複数

のメディア接続割り当てがある場合、

このフィールドの値は有効になってい

るチャネルの数より大きくなります。

Number of active channels 仮想トーク グループ（VTG）内の有

効になっているチャネルの数。

表 12-3 [Incident Dashboard] の要素

要素 説明

Total number of incidents Cisco IPICS サーバに設定されたイン

シデントの総数。

Number of active incidents アクティブなインシデントの数。

Number of inactive incidents 非アクティブなインシデントの数。
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[Virtual Talk Group Dashboard] の概要

[Virtual Talk Group Dashboard] には、システム内の VTG および非アクティブ 
VTG の数に関する情報が表示されます。VTG の詳細については、「VTG の管

理」（P.5-2）を参照してください。

このペインに含まれる要素については、表 12-4 を参照してください。

[User Dashboard] の概要

[User Dashboard] には、Administration Console にログインしているユーザの

数、Cisco Unified IP Phone を使用して Cisco IPICS にログインしているユーザ

の数、および IDC を使用して Cisco IPICS にログインしているユーザの数に関

する情報が表示されます。ユーザの詳細については、「ユーザの管理」（P.3-2）
を参照してください。

[User Dashboard] の要素については、表 12-5 を参照してください。

表 12-4 [VIrtual Talk Group Dashboard] の要素

要素 説明

Number of VTG templates サーバ内に存在する VTG テンプレー

トまたは非アクティブ VTG の数。

Number of active VTGs 現在アクティブな VTG の数。

表 12-5 [User Dashboard] の要素

要素 説明

Number of users logged in to the 
administration console 

Administration Console にログインし

ているユーザの総数。

Number of Cisco Unified IP phone 
users logged in to Cisco IPICS 

Cisco IPICS システムにログインして

いる Cisco Unified IP Phone ユーザの

総数。

Number of IDC users logged in to 
Cisco IPICS 

Cisco IPICS システムにログインして

いる IDC ユーザの総数。

Number of users dialed in to 
Cisco IPICS 

Cisco IPICS システムのダイヤルイン

機能を使用しているユーザの総数。
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[License Dashboard] の概要

[License Dashboard] には、さまざまな項目に関するライセンスの総数と、それ

らの項目の現在のステータスが表示されます。ライセンスの詳細については、

「ライセンスの管理」（P.2-85）を参照してください。

表 12-6 は、このペインに含まれる要素について説明したものです。

表 12-6 [License Dashboard] の要素

要素 説明

Concurrent LMR Ports Cisco IPICS システムにおいてライセ

ンスが取得されている同時 LMR ポー

トの数、および使用可能な LMR ポー

トの数。

Concurrent Multicast Ports Cisco IPICS システムにおいてライセ

ンスが取得されている同時マルチキャ

スト ポートの数、および使用可能なマ

ルチキャスト ポートの数。

Concurrent Cisco Unified IP Phone 
Users

システムにおいてライセンスが取得さ

れている同時 Concurrent Cisco 
Unified IP Phone ユーザの総数、およ

び現在システムが受け入れ可能な 
Cisco Unified IP Phone の数。

Concurrent Dial Users システムにおいてライセンスが取得さ

れている同時ダイヤル ユーザの総数、

および現在システムが受け入れ可能な

ダイヤル ユーザの数。

Concurrent Dispatch Console Silver 
Users 

システムにおいてライセンスが取得さ

れている同時 IDC Silver ユーザの総

数、および現在システムが受け入れ可

能な IDC Silver ユーザの数。
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[RMS Dashboard] の概要

[RMS Dashboard] には、システムにおいてライセンスが取得されている使用可

能な音声ポートの数に関する情報が表示されます。RMS の詳細については、

「RMS の管理」（P.2-59）を参照してください。

このペインに含まれる要素については、表 12-7 を参照してください。

Cisco IPICS サーバ診断情報の表示
[Diagnostics] ウィンドウには、Cisco IPICS サーバのさまざまなコンポーネント

の診断情報が表示されます。

[Diagnostics] ウィンドウにアクセスすると、Cisco IPICS がスクリプトを実行し

て診断情報を取得します。この情報は [Diagnostic Summary] ペインに表示され

ます。このペインを更新し、サーバの 新の診断情報を表示するには、ウィンド

ウの左下にある [Execute Diagnostic Script] ボタンをクリックします。

Concurrent Dispatch Platinum Users システムにおいてライセンスが取得さ

れている同時 IDC Platinum ユーザの

総数、および現在システムが受け入れ

可能な IDC Platinum ユーザの数。

Concurrent Mobile Endpoint Users システムにおいてライセンスが取得さ

れている同時モバイル クライアント

（エンドポイント）ユーザの総数、お

よび現在システムが受け入れ可能なモ

バイル エンドポイント ユーザの数。

表 12-6 [License Dashboard] の要素 （続き）

要素 説明

表 12-7 [RMS Dashboard] の要素

要素 説明

Total/Available voice ports サーバに設定されている音声ポートの

総数および使用可能な音声ポートの

数。
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このウィンドウに含まれるすべての診断情報を ipics.log ファイルとともにダウ

ンロードするには、[Download Diagnostic Results] ボタンをクリックします。診

断結果をダウンロードする方法の詳細については、「サーバ診断情報のダウン

ロード」（P.12-12）を参照してください。

エラー メッセージに含まれるログ重大度情報の詳細については、「システム ログ

の重大度の概要」（P.12-14）を参照してください。

[Diagnostic Summary] ペインに含まれる要素については、表 12-8 を参照してく

ださい。

表 12-8 [Diagnostic Summary] ペインの要素

要素 説明

Cisco IPICS Server 
Hostname:

Cisco IPICS サーバのホスト名。この情報は、

Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで次の

コマンドを入力して取得することもできます。

[root]# hostname
Cisco IPICS Server 
Current Date and 
Time:

Cisco IPICS サーバの現在の日付と時刻。この情報は、

Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで次の

コマンドを入力して取得することもできます。

[root]# date
Cisco IPICS Server 
OS Version:

サーバに現在インストールされている Cisco IPICS オペ

レーティング システムのバージョン。この情報は、

Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで次の

コマンドを入力して取得することもできます。

[root]# cat /etc/redhat-release
Cisco IPICS Server 
Software Version:

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアの現行バージョン。こ

の情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッ

ションで次のコマンドを入力して取得することもでき

ます。

[root]# grep -i "ipics.server.version=" 
${TOMCAT_HOME}/webapps/ipics_server/WEB-I
NF/classes/resources/common.properties

（注） このコマンドを入力するときには、必ず引用符

を付けてください。grep コマンドは引用符で囲

まれた文字列を検索します。
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Cisco IPICS Server 
Software Version 
upgrade history:

Cisco IPICS の現行バージョンがインストールされた日

付と時刻、および Cisco IPICS サーバ ソフトウェアが

アンインストールまたはアップグレードされた日時の

履歴およびリリース バージョンが表示されます。この

情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッショ

ンで次のコマンドを入力して取得することもできます。

[root]# cat /etc/ipics-release.history
Hardware Platform 
Details:

ハードウェア プラットフォームの詳細情報。この情報

は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで

次のコマンドを入力して取得することもできます。

[root]# cat /etc/hwprofile
CPU Details: CPU の詳細情報。この情報は、Cisco IPICS ターミナ

ル ウィンドウ セッションで次のコマンドを入力して取

得することもできます。

[root]# cat /proc/cpuinfo
Cisco IPICS Server 
Network Interface 
Card Information:

Cisco IPICS サーバに装着されているネットワーク イン

ターフェイス カード（NIC）の設定、およびそれらの 
NIC で送受信されたパケット。この情報は、

Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで次の

コマンドを入力して取得することもできます。

[root]# ifconfig
Uploaded License 
File Name(s):

Cisco IPICS サーバにアップロードされているライセン

ス ファイルの名前。この情報は、Cisco IPICS ターミナ

ル ウィンドウ セッションで次のコマンドを入力して取

得することもできます。

[root]# ls -l ${TOMCAT_HOME}/webapps/license/*
Uploaded License 
File Contents:

サーバにアップロードされているライセンス ファイル

の内容。この情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンド

ウ セッションで次のコマンドを入力して取得すること

もできます。

[root]# cat ${TOMCAT_HOME}/webapps/license/*

表 12-8 [Diagnostic Summary] ペインの要素 （続き）

要素 説明
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Cisco IPICS 
Database Status:

データベースの現在のステータス。データベースのス

テータスにはオンラインとオフラインがあります。こ

の情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッ

ションで次のコマンドを入力して取得することもでき

ます。

[root]# onstat -
Cisco IPICS Tomcat 
Web Server Status:

Tomcat サービスの現在のステータス。Tomcat サービ

スは Web サーバとして機能します。この情報は、

Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッションで次の

コマンドを入力して取得することもできます。

[root]# ps -ef | grep tomcat

（注） Tomcat サービスが非アクティブ（ダウン）であ

る場合、Administration Console にはアクセス

できません。シスコのテクニカル サポート担当

者に問い合わせると、ps -ef | grep tomcat スク

リプトを手動で実行してシステム全体の状態に

関する詳細情報を収集するように指示される場

合があります。

Cisco IPICS Radio 
Control Service 
Status:

Cisco IPICS Radio Control サービスの現在のステータ

ス。このサービスはシリアル無線を制御します。この

情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッショ

ンで次のコマンドを入力して取得することもできます。

[root]# service ipics_rcs status

表 12-8 [Diagnostic Summary] ペインの要素 （続き）

要素 説明
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サーバ診断情報のダウンロード

Cisco IPICS は、[Diagnostic Summary] ペインにシステムの診断情報の要約を表

示します。診断情報の要約を 新のシステム ログ情報とともに PC にダウンロー

ドできます。

診断情報の要約をダウンロードすると、診断情報の要約と 新の ipics.log ファ

イルが含まれる tar ファイルが作成されます。ipics.log ファイルの詳細について

は、「システム ログの重大度の概要」（P.12-14）を参照してください。

サーバの診断情報をダウンロードするには、次の手順を実行します。

Cisco IPICS Server 
Hard Disk Utilization 
Information:

サーバのハード ディスクの使用状況に関する情報。こ

の情報は、Cisco IPICS ターミナル ウィンドウ セッ

ションで次のコマンドを入力して取得することもでき

ます。

[root]# df -a
Cisco IPICS IDC 
Configuration File 
Contents:

idc.ini ファイルの内容。この情報は、Cisco IPICS ター

ミナル ウィンドウ セッションで次のコマンドを入力し

て取得することもできます。

[root]# cat ${TOMCAT_HOME}/webapps/ipics_server/
pmcdownloads/idc.ini

（注） Cisco IPICS は、idc.ini ファイルを使用して 
Cisco IPICS サーバとの通信方法を決定します。

idc.ini ファイルは、IDC インストーラを生成し

た場合に限り存在します。IDC インストーラ 
ファイルを生成していない場合は、次のエラー 
メッセージが表示されます。

Cannot find any idc.ini files under the 

/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ 

ipics_files/store/installer folder.

idc.ini ファイルの詳細および IDC インストーラの生成

方法については、「IDC バージョンの管理」（P.2-124）
を参照してください。

表 12-8 [Diagnostic Summary] ペインの要素 （続き）

要素 説明
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手順

ステップ 1 Administration Console で [Serviceability] > [Diagnostics] に移動します。

ステップ 2 [Download Diagnostic Results] をクリックします。

[File Download] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Open] をクリックして、tar ファイルを開くか、PC に保存します。

（注） tar ファイル アーカイブを開いて抽出するためには、ダウンロード先の

マシンに WinZip などのアプリケーションがインストールされている必

要があります。

tar ファイルを開くと、次のファイルが表示されます。

• tacout ファイルには、 新の診断情報の要約が含まれています。

• ipics.log ファイルには、Cisco IPICS の 新のログ情報が含まれています。

• lmgrd.log ファイルには、ライセンス マネージャのログ情報が含まれていま

す。

ステップ 4 tar ファイルを PC に保存するには、[Save] をクリックします。

[Save As] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5 tar ファイルを保存する PC 上の場所に移動します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

tar ファイルから tacout ファイル、ipics.log ファイル、および lmgrd.log が抽出

され、指定した場所に保存され、[Save As] ダイアログボックスが閉じます。

ステップ 7 PC 上のテキスト ファイル ビューアを使用してログ ファイルを表示します。

（注） ワードパッドなど、UNIX の改行文字を認識できるテキスト ファイル 
ビューアを使用してください。メモ帳では、ファイルが正しく表示され

ません。
12-13
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 12 章     Cisco IPICS のサービサビリティ情報および診断情報の概要

    Cisco IPICS システム ログの表示
Cisco IPICS システム ログの表示
Cisco IPICS では、[System Logs] ウィンドウで 新のサーバ ログ情報を表示でき

ます。[Serviceability] > [System Logs] ウィンドウの [Recent System Log Entries] 
ペインには、Cisco IPICS システムのさまざまなコンポーネントで発生したプロ

セスを示すログ情報が表示されます。たとえば、 近の Tomcat サービスやポリ

シー エンジンのエントリを表示できます。これらのログに含まれる情報は、

Cisco IPICS で問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立ちます。

ヒント このウィンドウを更新し、 新のステータス情報を表示するには、[Refresh] を
クリックします。

ログ情報を Administration Console で表示できれば、ログをファイルに保存し、

PC にダウンロードすることも可能です。

（注） Cisco IPICS には、[System Logs] ウィンドウに表示されるもの以外のログも用

意されています。アクティビティ ログなどのログを Administration Console で
表示およびダウンロードできます。Cisco IPICS には、コンソール端末でサーバ

にアクセスすることによって使用できる追加のログがあります。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「システム ログの重大度の概要」（P.12-14）

• 「ERROR メッセージまたは WARNING メッセージによるシステム ログの検

索」（P.12-16）

• 「システム ログのダウンロード」（P.12-17）

システム ログの重大度の概要

システム ログ エントリには、さまざまな重大度のメッセージが含まれます。情

報レベルのメッセージから Cisco IPICS で発生した重大エラーを示すメッセージ

まで、各種のメッセージが記録されます。

表 12-9 で、[Recent System Log Entries] ペインで表示できるシステム ログ エン

トリのタイプについて説明します。
12-14
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



第 12 章     Cisco IPICS のサービサビリティ情報および診断情報の概要

    Cisco IPICS システム ログの表示
 

（注） デフォルトでは、TRACE エラーおよび DEBUG エラーのメッセージはシステム 
ログに記録されません。シスコのテクニカル サポート担当者に指示された場合

を除き、これらのエラーが対象となるロギング レベルをアクティブにしないこ

とをお勧めします。

表 12-9 システム ログ エントリのタイプ

ログ エントリのタイプ 目的

TRACE Cisco IPICS が要求を処理するために実行するプログ

ラマティックな手順に関する詳細なデバッグ情報。

DEBUG TRACE 情報より詳細度が低いデバッグ情報。

INFO スケジュール ポリシーの開始などの注意すべきイベ

ントに関する情報メッセージ。

WARN Cisco IPICS が処理できない誤ったユーザ入力また

は要求などの発生に関する警告メッセージ。

ERROR WARN メッセージに似ていますが、ライセンスが

不足している場合などの重大度の高いメッセージで

す。ERROR メッセージは [Recent System Log 
Entries] ペインに赤色で表示されます。

FATAL データベース接続の障害やルータの初期化エラーな

ど、ユーザによる対処が必要となる回復不可能なエ

ラー。FATAL エラーでは、多くの場合、緊急にエ

ラーを修正する必要があります。

FATAL エラーが発生すると、エラー通知メッセー

ジが生成され、システム管理者の特権または All 特
権を持つユーザの現在のウィンドウに表示されま

す。FATAL メッセージは [Recent System Log 
Entries] ペインにも赤色で表示されます。

FATAL エラーが再発する場合、または予期しない

システム障害が発生する場合は、シスコのテクニカ

ル サポート担当者に連絡し、詳細な分析を行ってく

ださい。
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ERROR メッセージまたは WARNING メッセージによるシ
ステム ログの検索

[Recent System Log Entries] ペインに表示されたステータス メッセージのタイプ

を視覚的に識別できるように、ログ エントリは重大度ごとに次の色で表示され

ます。

• 赤：赤で表示されるメッセージは、ERROR レベルのエラーが発生したこと

を示します。

• 青：青で表示されるメッセージは、WARNING レベルのエラーが発生した

ことを示します。

• 黒：黒で表示されるメッセージは、INFO レベルのエラーが発生したことを

示します。

ERROR メッセージ、WARNING メッセージ、および INFO メッセージの総数

が [Recent System Logs] ペインのすぐ下にある [Status Summary] 領域に表示さ

れます。

次の手順を実行し、個々の ERROR メッセージまたは WARNING メッセージの

表示もできます。

手順

ステップ 1 Administration Console で [Serviceability] > [System Logs] に移動します。

ステップ 2 色付きのドットで示された [Status Summary] 領域を表示して、ログに ERROR 
メッセージまたは WARNING メッセージが記録されているかどうかを確認しま

す。

[Status Summary] 領域には、[Recent System Log Entries] ペインに表示された

メッセージの総数が表示されます。

赤（ERROR）または青（WARNING）で表示されたメッセージの数が 0 より大

きい場合は、次の手順を実行してください。

ステップ 3 ウィンドウの右上にあるドロップダウン リストから次のいずれかのオプション

を選択します。

• Errors：ERROR レベルのメッセージを検索します。

• Warnings：WARNING レベルのメッセージを検索します。

ステップ 4 矢印のボタンをクリックして移動しながら、個々の ERROR メッセージまたは 
WARNING メッセージを表示します。
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• [System Log] の 初のメッセージを検索するには、[| <] をクリックします。

• システム ログ内で 1 つ前のメッセージに移動するには、[<] をクリックしま

す。

• システム ログ内で 1 つ前のメッセージに移動するには、[>] をクリックしま

す。

• システム ログの 後のメッセージに移動するには、[> |] をクリックします。

（注） システム ログの 初のメッセージを表示しているときには、矢印ボタン

の [| <] および [<] がグレー表示になります。システム ログの 後のメッ

セージを表示しているときには、矢印ボタンの [> |] および [>] がグレー

表示になります。

システム ログのダウンロード

Cisco IPICS では、[Recent System Log Entries] ペインに 新のシステム ログ情

報が表示され、すべてのシステム ログを PC にダウンロードできます。

Cisco IPICS では、ログ情報を連番のログ ファイルに保存します。ログ ファイ

ルは ipics.log から始まり、ipics.log.1 から ipics.log.10 まで順に作成されます。

• システム ログ情報は ipics.log ファイルに記録され、 大サイズの約 5.2 MB 
に達するまでデータが追加されます。

• ipics.log ファイルが 大サイズになると、ファイル名に 1 から始まる連番が

付けられ、新しい ipics.log ファイルが作成されて、そこに 新のログ デー

タが記録されます。

このようなファイルにデータを書き込み、 大サイズになると新しいファイ

ルを作成するプロセスは、ipics.log.1 から ipics.log.10 までの 10 個のシステ

ム ログ ファイルと 新の ipics.log ファイルが作成されるまで継続します。

• システム ログ ファイルの数が 10 に達すると、 も古いファイルが自動的に

削除されます。

システム ログをダウンロードするときには、すべての ipics.log ファイルが含ま

れる zip ファイルが作成されます。

システム ログは次のディレクトリにあります。
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/opt/cisco/ipics/tomcat/current/logs

システム ログをダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Administration Console で [Serviceability] > [System Logs] に移動します。

ステップ 2 ウィンドウの下部、[Recent System Log Entries] ペインの下にある [Download] 
をクリックします。

[File Download] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Open] をクリックして、ipics_logs.zip ファイルを開くか、PC に保存します。

（注） tar ファイル アーカイブを開いて抽出するためには、ダウンロード先の

マシンに WinZip などのアプリケーションがインストールされている必

要があります。

zip ファイルが開き、ipics.log ファイルのリストが表示されます。

（注） ログ ファイルを表示するためには、ワードパッドなど、UNIX の改行文

字を認識できるテキスト ファイル ビューアを使用する必要があります。

メモ帳では、ファイルが正しく表示されません。

ステップ 4 zip ファイルを PC に保存するには、[Save] をクリックします。

[Save As] ダイアログが表示され、PC 上の zip ファイルの保存場所まで移動でき

ます。

ステップ 5 zip ファイルを保存する場合は、[Save] をクリックします。

zip ファイルが解凍され、抽出されたファイルが指定した場所に保存され、

[Save As] ダイアログボックスが閉じます。
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Cisco IPICS RCS ログの表示
Cisco IPICS では、[RCS Logs] ウィンドウで 新の無線制御サービス（RCS）
ログ情報を表示できます。[Serviceability] > [RCS Logs] ウィンドウの [Recent 
RCS Log Entries] ペインには、シリアル RCS とそれが制御する無線に関する情

報を示す、ログ情報が表示されます。これらのログに含まれる情報は、シリアル

無線制御で問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立ちます。

ヒント このウィンドウを更新し、 新のステータス情報を表示するには、[Refresh] を
クリックします。

ログ情報を Administration Console で表示できれば、ログをファイルに保存し、

PC にダウンロードすることも可能です。

（注） Cisco IPICS には、[RCS Logs] ウィンドウに表示されるもの以外のログも用意

されています。アクティビティ ログなどのログを Administration Console で表

示およびダウンロードできます。Cisco IPICS には、コンソール端末でサーバに

アクセスすることによって使用できる追加のログがあります。

この項では、次のトピックを扱います。

• 「システム ログの重大度の概要」（P.12-14）

• 「ERROR メッセージまたは WARNING メッセージによるシステム ログの検

索」（P.12-16）

• 「システム ログのダウンロード」（P.12-17）

RCS ログの重大度の概要

RCS ログ エントリには、さまざまな重大度のメッセージが含まれます。情報レ

ベルのメッセージから Cisco IPICS で発生した重大エラーを示すメッセージま

で、各種のメッセージが記録されます。

表 12-10 で、[Recent System Log Entries] ペインで表示できるシステム ログ エ
ントリのタイプについて説明します。
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（注） デフォルトでは、TRACE エラーおよび DEBUG エラーのメッセージは RCS ロ
グに記録されません。シスコのテクニカル サポート担当者に指示された場合を

除き、これらのエラーが対象となるロギング レベルをアクティブにしないこと

をお勧めします。

表 12-10 RCS ログ エントリのタイプ

ログ エントリのタイプ 目的

TRACE Cisco IPICS が要求を処理するために実行するプロ

グラマティックな手順に関する詳細なデバッグ情

報。

DEBUG TRACE 情報より詳細度が低いデバッグ情報。

INFO スケジュール ポリシーの開始などの注意すべきイベ

ントに関する情報メッセージ。

WARN Cisco IPICS が処理できない誤ったユーザ入力また

は要求などの発生に関する警告メッセージ。

ERROR WARN メッセージに似ていますが、ライセンスが

不足している場合などの重大度の高いメッセージで

す。ERROR メッセージは [Recent System Log 
Entries] ペインに赤色で表示されます。

FATAL データベース接続の障害やルータの初期化エラーな

ど、ユーザによる対処が必要となる回復不可能なエ

ラー。FATAL エラーでは、多くの場合、緊急にエ

ラーを修正する必要があります。

FATAL エラーが発生すると、エラー通知メッセー

ジが生成され、システム管理者の特権または All 特
権を持つユーザの現在のウィンドウに表示されま

す。FATAL メッセージは [Recent System Log 
Entries] ペインにも赤色で表示されます。

FATAL エラーが再発する場合、または予期しない

システム障害が発生する場合は、シスコのテクニカ

ル サポート担当者に連絡し、詳細な分析を行ってく

ださい。
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ERROR メッセージまたは WARNING メッセージによる 
RCS ログの検索

[Recent RCS Log Entries] ペインに表示されたステータス メッセージのタイプを視

覚的に識別できるように、ログ エントリは重大度ごとに次の色で表示されます。

• 赤：赤で表示されるメッセージは、ERROR レベルのエラーが発生したこと

を示します。

• 青：青で表示されるメッセージは、WARNING レベルのエラーが発生した

ことを示します。

• 黒：黒で表示されるメッセージは、INFO レベルのエラーが発生したことを

示します。

ERROR メッセージ、WARNING メッセージ、および INFO メッセージの総数

が [Recent RCS Logs] ペインのすぐ下にある [Status Summary] 領域に表示され

ます。

次の手順を実行し、個々の ERROR メッセージまたは WARNING メッセージの

表示もできます。

手順

ステップ 1 Administration Console で [Serviceability] > [RCS Logs] に移動します。

ステップ 2 色付きのドットで示された [Status Summary] 領域を表示して、ログに ERROR 
メッセージまたは WARNING メッセージが記録されているかどうかを確認しま

す。

[Status Summary] 領域には、[Recent RCS Log Entries] ペインに表示されたメッ

セージの総数が表示されます。

赤（ERROR）または青（WARNING）で表示されたメッセージの数が 0 より大

きい場合は、次の手順を実行してください。

ステップ 3 ウィンドウの右上にあるドロップダウン リストから次のいずれかのオプション

を選択します。

• Errors：ERROR レベルのメッセージを検索します。

• Warnings：WARNING レベルのメッセージを検索します。

ステップ 4 矢印のボタンをクリックして移動しながら、個々の ERROR メッセージまたは 
WARNING メッセージを表示します。
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• [RCS Log] の 初のメッセージを検索するには、[| <] をクリックします。

• RCS ログ内で 1 つ前のメッセージに移動するには、[<] をクリックします。

• RCS ログ内で 1 つ後のメッセージに移動するには、[>] をクリックします。

• RCS ログの 後のメッセージに移動するには、[> |] をクリックします。

（注） RCS ログの 初のメッセージを表示しているときには、矢印ボタンの 
[| <] および [<] がグレー表示になります。RCS ログの 後のメッセージ

を表示しているときには、矢印ボタンの [> |] および [>] がグレー表示に

なります。

RCS ログのダウンロード

Cisco IPICS では、[Recent RCS Log Entries] ペインに 新の RCS ログ情報が表

示され、すべての RCS ログを PC にダウンロードできます。

Cisco IPICS では、ログ情報を連番のログ ファイルに保存します。ログ ファイ

ルは rcs.log から始まり、rcs.log.1 から rcs.log.10 まで順に作成されます。

• RCS ログ情報は ipics.log ファイルに記録され、 大サイズの約 1 MB に達

するまでデータが追加されます。

• rcs.log ファイルが 大サイズになると、ファイル名に 1 から始まる連番が

付けられ、新しい rcs.log ファイルが作成されて、そこに 新のログ データ

が記録されます。

このようなファイルにデータを書き込み、 大サイズになると新しいファイ

ルを作成するプロセスは、rcs.log.1 から rcs.log.10 までの 10 個のシステム 
ログ ファイルと 新の rcs.log ファイルが作成されるまで継続します。

• システム ログ ファイルの数が 10 に達すると、 も古いファイルが自動的に

削除されます。

システム ログをダウンロードするときには、すべての rcs.log ファイルが含まれ

る zip ファイルが作成されます。

システム ログは次のディレクトリにあります。

/opt/cisco/rcs/logs

RCS ログをダウンロードするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Administration Console で [Serviceability] > [RCS Logs] に移動します。

ステップ 2 ウィンドウの下部、[Recent RCS Log Entries] ペインの下にある [Download] を
クリックします。

[File Download] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Open] をクリックして、rcs_logs.zip ファイルを開くか、PC に保存します。

（注） tar ファイル アーカイブを開いて抽出するためには、ダウンロード先の

マシンに WinZip などのアプリケーションがインストールされている必

要があります。

zip ファイルが開き、rcs.log ファイルのリストが表示されます。

（注） ログ ファイルを表示するためには、ワードパッドなど、UNIX の改行文

字を認識できるテキスト ファイル ビューアを使用する必要があります。

メモ帳では、ファイルが正しく表示されません。

ステップ 4 zip ファイルを PC に保存するには、[Save] をクリックします。

[Save As] ダイアログが表示され、PC 上の zip ファイルの保存場所まで移動でき

ます。

ステップ 5 zip ファイルを保存する場合は、[Save] をクリックします。

zip ファイルが解凍され、抽出されたファイルが指定した場所に保存され、

[Save As] ダイアログボックスが閉じます。
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A P P E N D I X A

Cisco IPICS RMS コンポーネント
の設定

この付録では、RMS ルータを Cisco IPICS で使用できるように設定する際の手

順について説明します。Cisco IPICS サーバは Secure Shell Client ソフトウェア

を使用して RMS にアクセスします。RMS の認証には、Cisco IPICS 
Administration Console で RMS に設定したクレデンシャルが使用されます。詳

細については、第 2 章「Cisco IPICS システムの管理作業」 で説明した RMS タ
スクを参照してください。

（注） • Cisco IPICS で RMS を使用したり RMS 管理タスクを実行したりするために

は、まず RMS を設定する必要があります。

– RMS は Cisco IPICS サーバから管理します。

– 各 Cisco IPICS サーバについて 低 1 つの RMS を設定する必要があり

ます。

– 同じ RMS を複数の Cisco IPICS サーバに設定できません。

• 正常な機能性を確保するために、1 つの Cisco IPICS サーバに 1 つの RMS 
をマッピングしてください。このようにマッピングしない場合、使用可能性

の問題が発生することがあります。たとえば、同じ RMS を複数のサーバに

マッピングすると、設定の不一致により、IDC ユーザがチャネルまたは 
VTG をアクティブにするときにビジー トーンが聞こえることがあります。

• サーバに複数の RMS コンポーネントがある場合は、この付録に記載された

指示に従って各 RMS を個別に設定してください。
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    セキュリティ機能の設定
（注） Cisco IPICS は、この付録に記載されたとおりに設定された RMS コンポーネン

トだけをサポートすることに注意してください。

この付録では、RMS の設定方法について説明します。次のトピックを扱います。

• 「セキュリティ機能の設定」（P.A-2）

• 「T1/E1 コントローラの接続および設定」（P.A-6）

セキュリティ機能の設定
使用する他のルータの場合と同じように、RMS でアクセス コントロールなどの

セキュリティ機能を設定することをお勧めします。アクセス コントロールに

よって、ルータや個々のサービスへのアクセスを許可するユーザを指定できま

す。Cisco IOS ソフトウェアは、認証、認可、アカウンティング（AAA）ネッ

トワーク セキュリティ サービスを有効にし、ルータにアクセス コントロールを

適用します。

AAA をアクセス コントロールの主要な方法として設定することにより、ネット

ワーク セキュリティの層を追加することをお勧めします。特に、ユーザの識別

を行ってからネットワークおよびネットワーク サービスへのアクセスを許可す

るように、RMS で認証を有効にすることをお勧めします。この識別には、ログ

インおよびパスワード ダイアログ、チャレンジとレスポンス、メッセージング 
サポート、および暗号化が含まれます（選択するセキュリティ プロトコルに

よって異なります）。

AAA 認証を設定するには、認証方式の名前付きリストを定義し、そのリストを

各種のインターフェイスに適用します。認証方式リストには、実行する認証のタ

イプと実行順序を定義します。定義した認証方式を実行する前に、このリストを

特定のインターフェイスに適用する必要があります。

（注） Cisco IPICS は、他の認証方式リストが定義されていない場合にすべてのイン

ターフェイスに自動的に適用されるデフォルト認証方式リストをサポートしてい

ます。

AAA を設定し、RMS に基本的なレベルのセキュリティを実装するには、次の

手順を実行します。
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手順

ステップ 1 AAA アクセス コントロール システムを有効にするには、グローバル コンフィ

ギュレーション モードで次の CLI コマンドを入力します。

Router(config)# aaa new-model

このコマンドは AAA を初期化します。

ステップ 2 ログイン時にデフォルト認証方式を使用するように、方式キーワードを local と
して AAA 認証を設定するには、次のコマンドを入力します。

Router(config)# aaa authentication login default local

デフォルト認証方式リストが自動的にすべてのインターフェイスに適用されます。

方式キーワードとして local を使用すると、ルータは認証にローカル ユーザ名

データベースを使用します。

ステップ 3 特権 EXEC モードのパスワードを設定するには、次のコマンドを入力します。

Router(config)# enable password <password>

password には、イネーブル パスワードを指定します。

ステップ 4 グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力し、ユーザ名

ベースの認証システムを確立します。

Router(config)# username <name> privilege 15 password 0 <password>

表示の意味は次のとおりです。

name には、RMS に設定するユーザ名を指定します。password には、ステッ

プ 3 で設定したイネーブル パスワードを指定します。

（注） RMS には、必ず有効なユーザ名とパスワードを設定してください。

このコマンドは、ルータにユーザ名とパスワードを作成します。RMS を設定す

るときに、このユーザ名とパスワードを Cisco IPICS Administration Console に
入力します。

privilege パラメータは、ユーザの特権レベルを定義します。値の範囲は 0 ～ 15 
で、15 が も高い特権レベルを表します。
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（注） 認証が正しく実行されるように、Cisco IPICS サーバでは、RMS へのア

クセス用として作成するユーザ名の特権レベルを 7 以上に設定する必要

があります。

password パラメータの後の 1 桁の数字は、password の後のテキストを暗号化す

るかどうかを定義します。0 は、パスワードがクリア テキストで入力されること

を意味します。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、セキュア シェル（SSH）バージョン 2 プロトコルを

有効にします。

Router(config)# ip ssh version 2

このコマンドは、RMS の SSH 制御パラメータを指定します。バージョン 2 を使

用すると、RMS が誤ってセキュリティ レベルの低い SSH バージョン 1 接続を

確立することがなくなります。

（注） Cisco IPICS サーバが RMS と正しく通信するために必要なプロトコルは 
SSH バージョン 2 だけです。RMS のセキュリティ レベルを 大限に高

めるために、RMS を配置した後で、RMS の FTP、TFTP、HTTP、およ

び HTTPS を無効にすることをお勧めします。これらのサービスを無効

にするために必要な Cisco IOS コマンドの詳細については、Cisco IOS 
のマニュアルを参照してください。

ステップ 6 次のコマンドを入力して、暗号鍵を作成し、Cisco IPICS サーバから SSH を使

用して Secure Sockets Layer（SSL）にアクセスできるようにします。

Router(config)# ip domain name <any domain name>

表示の意味は次のとおりです。

any domain name には、Cisco IOS ソフトウェアが修飾されていないホスト名

（ドットで区切られたドメイン名のない名前）を補完するために使用するデフォ

ルト ドメイン名を指定します。

Router(config)# crypto key generate rsa

モジュラスのビット数を入力するように要求された場合は、[768] を入力してく

ださい。

crypto key generate rsa コマンドは、RMS の Rivest, Shamir, Adelman（RSA）

キー ペアとして、1 つの公開 RSA キーと 1 つの秘密 RSA キーを生成します。
A-4
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



 

付録 A      Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定

    セキュリティ機能の設定
ステップ 7 HTTP サーバを無効にするには（デフォルトで有効になります）、次のコマンド

を入力します。

Router(config)# no ip http server

ip http secure-server コマンドを使用してセキュア HTTP サーバを有効にする場

合は、no ip http server コマンドを使用して標準 HTTP サーバを無効にし、標準 
HTTP 接続からセキュア データにアクセスできないようにする必要があります。

ステップ 8 SSH バージョン 2 を使用したログインを有効にするには、次のコマンドを入力

します。

Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# exec-timeout 22 0
Router(config-line)# privilege level 15

（注） exec-timeout パラメータは、ユーザ入力が検出されるまで EXEC コマン

ド インタープリタが待つ時間を設定します。exec-timeout の 適な値は 
22（22 分）です。このパラメータを 5 分や 10 分などの短い時間に設定

すると、Cisco IPICS がルータにアクセスするたびに（VTG を変更する

ときなど）、許容できない遅延が発生することがあります。このパラ

メータを 60 分などの長い時間に設定すると、許可されたログインが蓄

積され、ルータが空いた回線を使い切ってしまうことがあります。

exec-timeout を 0 に設定しないでください。0 に設定すると、タイムア

ウトが発生しません。

Cisco IOS の他のセキュリティ機能を設定することで、より厳重なセキュリティ

対策を実装し、システム セキュリティを強化できます。認証、パスワード キュ

リティ、および追加のセキュリティの層の詳細については、Cisco IOS のマニュ

アルを参照してください。
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T1/E1 コントローラの接続および設定
Cisco IPICS ソリューションでは、混合をサポートするために、1 つ以上の T1 ま
たは E1 ループバックを RMS にインストールする必要があります （RMS は、

VTG を支えるためのマルチキャスト チャネルの混合、およびマルチキャスト 
チャネルまたは VTG との IDC SIP ベースのリモート（ユニキャスト）接続の混

合をサポートします）。

ループバック ペアを実装するための設定手順は、使用するカードのタイプ、

Cisco IOS のバージョン、およびサポートされている RMS のタイプによって異

なることがあります。

（注） サポートされているインターフェイス カードおよび RMS ルータのリストについ

ては、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。

この項では、Cisco IPICS で T1 および E1 接続を使用する際のガイドラインを示

し、これらのカード タイプの設定手順について説明します。次のトピックを扱

います。

• 「RMS 接続に関するガイドライン」（P.A-6）

• 「RMS IP アドレスの選択に関するガイドライン」（P.A-8）

• 「T1/E1 コントローラ、インターフェイス、および音声パラメータの設定」

（P.A-10）

RMS 接続に関するガイドライン

RMS ルータで T1 または E1 接続を設定する場合は、次のガイドラインに従って

ください。

• 低 2 つの T1 または E1 コントローラを設定し、各コントローラに ds0 グ
ループを割り当てます。

• RMS ルータが 1 つのコントローラで同時にサポートできる数までの ds0 を
割り当てます。

• 割り当てるポートは、ポート 0 から始まる連番で設定します。
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• 通常、T1 コントローラは 24 個の ds0 をサポートしますが、使用できるデジ

タル シグナル プロセッサ（DSP）の数によっては、コントローラがサポー

トできる ds0 の数がそれより少なくなることもあります。DSP の詳細につ

いては、ステップ 6 を参照してください。

（注） タイムスロット 24 は、フラクショナル T1 を使用する場合でも設定する

必要があります。詳細については、「DS0 グループとタイムスロットの

マッピングに関するガイドライン」（P.A-8）を参照してください。

• 通常、E1 コントローラは 30 個の ds0 をサポートしますが、使用できる 
DSP の数によっては、コントローラがサポートできる ds0 の数がそれより

少なくなることもあります。

（注） タイムスロット 31 は、フラクショナル E1 を使用する場合でも設定する

必要があります。詳細については、「DS0 グループとタイムスロットの

マッピングに関するガイドライン」（P.A-8）を参照してください。

• 音声の途絶や音質の低下などの問題が発生することがあるため、コントロー

ラがサポートするリソースを超える ds0 を割り当てないように注意してくだ

さい。

• ルータ設定で次のコマンドを入力して、個々の音声ポートについて T1 また

は E1 コントローラを設定します。

ds0-group ds0-group-number timeslots timeslot-list type e&m-lmr

このコマンドでは、T1 または E1 コントローラの論理音声ポートを定義する

とともにルータが PSTN と通信するためのシグナリング方式を設定する ds0 
タイムスロットを指定しています。

表示の意味は次のとおりです。

– ds0-group ds0-group number には、ds0 グループを指定します。

T1 接続の場合、指定できる値の範囲は 0 ～ 23 です。

E1 接続の場合、指定できる値の範囲は 0 ～ 29 です。

（注） ds0 グループには、0 から始まる連番を付ける必要があることに注意し

てください。

– timeslots timeslot-list には、1 つのタイムスロット番号を指定します。
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T1 接続の場合、指定できる値の範囲は 1 ～ 24 です。

E1 接続の場合、指定できる値の範囲は 1 ～ 31 です。

DS0 グループとタイムスロットのマッピングに関するガイドライン

次の関連付けに従って ds0 グループとタイムスロットのマッピングを設定する必

要があります。この設定と一致していない場合、サーバはループバック ペア（1 
つのループバックが 1 つの ds0 ペアに相当）を正しく追加できません。

• T1：

– ds0-group 0 = タイムスロット 24

– ds0-group 1 ～ 23 = タイムスロット 1 ～ 23（1 と 1、2 と 2....23 と 23 
のように対応付ける）

たとえば、ds0 を 12 個しか設定する必要がない場合は、ds0-group 0 ～ 
ds0-group 11 を設定します。ds0-group 0 はタイムスロット 24 にマッピング

する必要があることに注意してください。

• E1：

– ds0-group 0 = タイムスロット 31

– ds0-group 1 ～ 15 = タイムスロット 1 ～ 15

– ds16-group 0 = タイムスロット 30

– ds0-group 17 ～ 29 = タイムスロット 17 ～ 29

たとえば、ds0 を 16 個しか設定する必要がない場合は、ds0-group 0 ～ 
ds0-group 15 を設定します。ds0-group 0 はタイムスロット 31 にマッピング

し、ds0-group 16 はタイムスロット 30 にマッピングする必要があることに

注意してください。

（注） 設定の詳細については、「T1/E1 コントローラ、インターフェイス、および音声

パラメータの設定」（P.A-10）の手順を参照してください。設定は、この手順に

示されたとおりに入力する必要があります。

RMS IP アドレスの選択に関するガイドライン

次のガイドラインは、「T1/E1 コントローラ、インターフェイス、および音声パ

ラメータの設定」（P.A-10）で説明するように、Cisco IPICS で使用する必要の

ある IP アドレスに関するものです。
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Cisco IPICS コンポーネントとの相互運用性を確保するために、RMS に対して

次のインターフェイスを設定する必要があります。

• Ethernet0 インターフェイス

– このインターフェイスは、ネットワーク接続を提供する物理ポートです。

– 設定する IP アドレスはルーティング可能、つまりネットワークから到

達可能であることが必要です。

• Loopback0 インターフェイス

– この仮想インターフェイスはネットワーク接続に使用されます。

– 設定する IP アドレスはルーティング可能（ネットワークから到達可能）

であることが必要です。そうでない場合、SIP 接続が影響を受けます。

– この IP アドレスは RMS IP アドレスとして割り当てられます。

– サーバおよび IDC コンポーネントは、このアドレスを使用して RMS に
接続します。

（注） RMS への IP パスが複数ある場合は、Loopback0 インターフェイスを明

示的に設定することをお勧めします。ただし、次の基準を満たす場合

は、Loopback0 以外のインターフェイスを設定することもできます。

– インターフェイスに割り当てる IP アドレスが Cisco IPICS RMS 設定

内の RMS の IP アドレスと一致している。この IP アドレスの割り当て

に関する設定情報については、「T1/E1 コントローラ、インターフェイ

ス、および音声パラメータの設定」のステップ 11 を参照してください 
（この手順に示す Loopback0 インターフェイスは、実際に設定するイン

ターフェイスに置き換えてください）。

– 設定したインターフェイスを SIP bind control source-interface コマ

ンドおよび bind media source-interface コマンドで指定する。シグナリ

ングおよびメディア パケットの送信元アドレスをインターフェイスの IP 
アドレスにバインドする際の設定情報については、「T1/E1 コントロー

ラ、インターフェイス、および音声パラメータの設定」のステップ 12 
を参照してください （この手順に示す Loopback0 インターフェイスは、

実際に設定するインターフェイスに置き換えてください）。

– Loopback0 以外のインターフェイスを設定する場合は、関連するマ

ニュアルに記載されている Loopback0 を実際に使用するインターフェイ

スに置き換える。
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• Vif1 インターフェイス

– IP アドレスを RMS 上の音声ポートに関連付けるには、仮想インター

フェイス（VIF）を使用します。

– 設定する VIF アドレスはルーティング可能（ネットワークから到達可

能）であることが必要です。そうでない場合、IPICS ネットワーク接続

が影響を受けます。

– 実際には、設定した vif1 アドレスに 1 を加えた IP アドレスが音声ポー

トに関連付けられます。

（注） Loopback0 インターフェイスと Vif インターフェイスのいずれについても、設定

する IP アドレスはルーティング可能であることが必要です。Cisco IPICS で正

しく動作するためには、これらのインターフェイスの両方において、この要件を

満たしている必要があります。いずれかのインターフェイスの IP アドレスが

ルーティング可能でない場合、IDC PTT ボタンを押してからリモート IDC とマ

ルチキャスト チャネルの間にメディアが確立されるまでに、長さが一定しない

断続的な遅延が発生することがあります。この遅延は、RMS がマルチキャスト 
Real-time Transport Protocol（RTP）パケット送信元アドレスに対して Reverse 
Path Forwarding（RPF）チェックを実行できないことに起因します。したがっ

て、この問題を回避するために、Loopback0 インターフェイスと Vif インター

フェイスの IP アドレスがいずれもルーティング可能であることを確認してくだ

さい。

T1/E1 コントローラ、インターフェイス、および音声パラ
メータの設定

RMS で T1 または E1 コントローラ、インターフェイス、および必要な音声パラ

メータを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco 1- and 2-port T1/E1 Multiflex Trunk (MFT) Voice/WAN Interface Card 
(VWIC2) などの T1/E1 共用インターフェイス カードを使用する場合は、次のコ

マンドを入力して T1 または E1 のカード タイプを設定する必要があります。

Router(config)# card type {t1 | e1} slot [bay]

表示の意味は次のとおりです。
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slot には、インターフェイスのポート番号を指定します。bay は、特定のルート

/ スイッチ プロセッサ [RSP] プラットフォーム上のスロット内のカード イン

ターフェイス ベイ番号を指定するオプションのパラメータです。

このコマンドの T1 接続および E1 接続での使用例を次に示します。

Router(config)# card type t1 0 3
Router(config)# card type e1 0 3

T1/E1 共用インターフェイス カードを使用し、カード タイプを切り替える場合

は、ステップ 2 に進みます。それ以外の場合は、ステップ 3 に進みます。

（注） グローバル コマンドの signal pattern idle transmit 0000 は、すべての

インターフェイス カードでサポートされるわけではないため、同じルー

タにおいて E1 専用インターフェイス カードまたは T1/E1 共用インター

フェイス カードを E1 モードで他のインターフェイス カード（T1 専用

インターフェイス カードなど）と併用できません （このコマンドは、

E1 モードの場合に E1 専用インターフェイス カードまたは T1/E1 共用イ

ンターフェイス カードだけでサポートされます）。このコマンドの詳細

については、ステップ 15 を参照してください。

ステップ 2 たとえば、カード タイプの設定を変更し、T1 を E1 に切り替えるには、次のコ

マンドを入力します。

a. Router(config)# no card type t1 slot [bay]

（注） カード タイプ コマンドを使用して設定を変更するときには、ルータをリ

ロードまたはリブートしなければ変更が有効にならないことに注意して

ください。

b. 次のコマンドを入力して、ルータ コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

Router(config)# exit

a. 次のコマンドを実行して、変更内容を保存し、ルータをリロードします。

Router# copy running-config startup-config
Router# reload

b. 次のコマンドを入力して、E1 接続のカード タイプを設定します。

Router(config)# card type e1 slot [bay]
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表示の意味は次のとおりです。

slot には、インターフェイスのポート番号します。bay は、特定のルート /
スイッチ プロセッサ [RSP] プラットフォーム上のスロット内のカード イン

ターフェイス ベイ番号を指定するオプションのパラメータです。

このコマンドの使用例を次に示します。

Router(config)# card type e1 0 3

ステップ 3 インターフェイス カードのポートがネットワーク クロックを使用してタイミン

グを取得できるようにし、ルータのバックプレーン クロック リファレンスが 
T1/E1 インターフェイス カードと同期されるようにするには、次のコマンドを

入力します。

Router(config)# network-clock-participate [slot slot-number | wic wic-slot | aim 
aim-slot-number]

表示の意味は次のとおりです。

slot slot-number は、ルータ シャーシ上のネットワーク モジュール スロット番

号を指定するオプションのパラメータです。

wic wic-slot には、ルータ シャーシ上の WAN インターフェイス カード（WIC）

スロット番号を指定します。

aim aim-slot-number には、指定したスロット内の Advanced Integration Module
（AIM）を指定します（該当するハードウェアの場合）。

このコマンドの使用例を次に示します。wic 3 は、物理スロット 3 の WAN イン

ターフェイス カードを表します。

Router(config)# network-clock-participate wic 3

T1 コントローラを設定する場合は、ステップ 4 に進みます。E1 コントローラを

設定する場合は、ステップ 5 に進みます。

（注） 次の手順では、インターフェイスに対して Protocol Independent 
Multicast（ip pim）希薄モードを使用します。使用するマルチキャスト 
ネットワークの設計上、別の ip pim モードを使用する必要がないことを

確認してください。マルチキャスト設定の詳細については、Cisco IOS 
のマニュアルを参照してください。

ステップ 4 ルータ設定で次のコマンドを入力して、T1 コントローラの ds0 グループを設定

します。
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ヒント「DS0 グループとタイムスロットのマッピングに関するガイドライン」

（P.A-8）で説明したガイドラインに従い、ここに示したとおりに 
ds0-group とタイムスロットのマッピングを設定してください。

（注） clock コマンドは、ループバック内の 2 つの T1 コントローラのうち、い

ずれか 1 つだけに対して実行する必要があります。

a. ループバック ペアの 初のコントローラを設定するには、次のコマンドを

入力します。

Router(config)# controller T1 1/0
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# clock source internal
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# cablelength short 133
Router(config-controller)# ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
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Router(config-controller)# ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
Router(config-controller)# no shutdown

表示の意味は次のとおりです。

ds0-group ds0-group number には ds0 グループを示す 0 ～ 23 の範囲にある

値を指定します。ds0 グループには、0 から始まる連番を付ける必要があり

ます。

timeslots timeslot-list には、1 つのタイムスロット番号を指定します。T1 接
続の場合、指定できる値の範囲は 1 ～ 24 です。

b. ループバック ペアの 2 番目のコントローラを設定するには、次のコマンド

を入力します。

Router(config)# controller T1 1/1
Router(config-controller)# framing esf
Router(config-controller)# linecode b8zs
Router(config-controller)# cablelength short 133
Router(config-controller)# ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
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Router(config-controller)# ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
Router(config-controller)# no shutdown

表示の意味は次のとおりです。

ds0-group ds0-group number には ds0 グループを示す 0 ～ 23 の範囲にある

値を指定します。ds0 グループには、0 から始まる連番を付ける必要があり

ます。

timeslots timeslot-list には、1 つのタイムスロット番号を指定します。T1 接
続の場合、指定できる値の範囲は 1 ～ 24 です。

ステップ 5 ルータ設定で次のコマンドを入力して、E1 コントローラの ds0 グループを設定

します。

（注） • clock コマンドは、ループバック内の 2 つの E1 コントローラのうち、いず

れか 1 つだけに対して実行する必要があります。

• E1 フレーミングおよびシグナリングでは、使用可能な 32 のチャネル（タイ

ムスロット）のうち 30 個が音声またはデータの送信に使用されます。設定

しないタイムスロット 0 およびタイムスロット 16 では、音声またはデータ

は送信されません。タイムスロット 0 は、フレーム同期、アラーム転送、お

よび国際的な通信事業者による使用を目的とし、タイムスロット 16 は 30 個
の音声チャネルおよび D チャネルに監視シグナリングを提供します。

a. ループバック ペアの 初のコントローラを設定するには、次のコマンドを

入力します。

Router(config)# controller e1 slot port
Router(config-controller)# clock source internal
Router(config-controller)# ds0-group 0 timeslots 31 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
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Router(config-controller)# ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 16 timeslots 30 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 24 timeslots 24 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 25 timeslots 25 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 26 timeslots 26 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 27 timeslots 27 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 28 timeslots 28 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 29 timeslots 29 type e&m-lmr
Router(config-controller)# no shutdown

表示の意味は次のとおりです。

slot port には、インターフェイスのバックプレーン スロット番号およびポー

ト番号を指定します。このコマンドの使用例を次に示します。

Router(config)# controller e1 0/3/0

b. ループバック ペアの 2 番目のコントローラを設定するには、次のコマンド

を入力します。

Router(config)# controller e1 slot port
Router(config-controller)# ds0-group 0 timeslots 31 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
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Router(config-controller)# ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 16 timeslots 30 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 24 timeslots 24 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 25 timeslots 25 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 26 timeslots 26 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 27 timeslots 27 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 28 timeslots 28 type e&m-lmr
Router(config-controller)# ds0-group 29 timeslots 29 type e&m-lmr
Router(config-controller)# no shutdown

表示の意味は次のとおりです。

slot port には、インターフェイスのバックプレーン スロット番号およびポー

ト番号を指定します。このコマンドの使用例を次に示します。

Router(config)# controller e1 0/3/1

ステップ 6 次のコマンドを入力して、dspfarm が有効になっているかどうかを確認します。

Router# show run

dspfarm が有効になっている場合は、次の例に示す出力結果が表示されます。こ

の場合はステップ 8 に進みます。

voice-card 0
 dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm

dspfarm が有効になっていない場合は、次の例に示す出力結果が表示されます。

この場合はステップ 7 に進み、dspfarm を有効にします。

voice-card 0
 no dspfarm
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!
voice-card 1
 no dspfarm

（注） • DSP を共有するためには、まずステップ 7 に従って dspfarm を有効にする

必要があります。さらに、ステップ 3 に従って、すべてのモジュールがネッ

トワーク クロックに参加していることを確認します。

• dspfarm を有効にしたら、音声カードを DSP リソース プールに追加します。

この設定によって、搭載されている DSP リソースを複数のインターフェイ

ス カードで共有できるようになります （DSP は、デジタル モジュールやデ

ジタル ポート（T1/E1 など）、およびマザーボードの間では共有できます

が、アナログ ポート（FXS など）間では共有できません）。

• 低でも、dspfarm を 1 つ有効にしてください。

• DSP を搭載するすべてのモジュールで dspfarm を有効にし、すべてのモ

ジュールをメインのネットワーク クロックに参加した状態にすると、Cisco 
IOS は DSP リソース プールの一部としてこれらの DSP と対話するようにな

ります。

ヒント 使用環境で必要になる DSP の数を計算するには、『High-Density Packet Voice 
Digital Signal Processor Modules』を参照してください。このマニュアルには、
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3115/products_qanda_item
0900aecd8016c6ad.shtml からアクセスできます。

ステップ 7 dspfarm を有効にするには、次のコマンドを入力します。

Router(config)# voice-card <slot number>
Router(config-voicecard)# dspfarm

表示の意味は次のとおりです。

slot number には、音声インターフェイス カードのスロット番号を指定します。

たとえば、次のコマンドを入力すると、スロット 0 に装着されたインターフェイ

ス カード上の dspfarm が有効になります。

Router(config)# voice-card 0
Router(config-voicecard)# dspfarm

ステップ 8 マルチキャスト ルーティングを有効にするには、次のコマンドを入力します。
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Router(config)# ip multicast-routing

IP マルチキャスト ルーティングを有効にすると、Cisco IOS ソフトウェアがマ

ルチキャスト パケットを転送できるようになります。

ステップ 9 Cisco IPICS を高遅延、低帯域幅リンクで使用する場合は、次のコマンドを入力

して、接続あたりの 大 TCP 発信キューを変更してください。

Router(config)# ip tcp queuemax 100000

このコマンドは、 大 TCP 発信キューを 100000 パケットに設定します。

（注） この手順はオプションです。Cisco IPICS 高遅延、低帯域幅接続で使用

しない場合は、このコマンドを実行する必要はありません。

ステップ 10 次のコマンドを入力して、マルチキャスト通信用の仮想インターフェイスを作成

します。

Router(config)# interface vif1
Router(config-if)# ip address ip_address subnet_mask
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

表示の意味は次のとおりです。

ip_address には、このインターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定します。

subnet_mask には、このインターフェイスに割り当てる 30 ビットのサブネット 
マスク（255.255.255.252 など）を指定します。

このコマンドは、ループバック インターフェイスに似た仮想インターフェイス、

つまりルータがアクティブであるときに常に動作している論理 IP インターフェ

イスを設定します。RMS は、音声トラフィックを混合してマルチキャストで送

信するときに、送信元アドレスとして仮想アドレス vif1 + 1 を割り当てます。

IP アドレスに関するガイドラインの詳細については、「RMS IP アドレスの選択

に関するガイドライン」（P.A-8）を参照してください。

ステップ 11 ループバック モードを有効にし、インターフェイスに IP アドレスとサブネット 
マスクを割り当てるには、次のコマンドを入力して、音声のシグナリングとメ

ディア用のループバック インターフェイスを作成します。

Router(config)# interface Loopback0
Router(config-if)# ip address ip_address subnet_mask
Router(config-if)# ip pim sparse-mode

表示の意味は次のとおりです。
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ip_address には、このインターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定します。

この IP アドレスは RMS に割り当てられます。

subnet_mask には、このインターフェイスに割り当てる 30 ビットのサブネット 
マスク（255.255.255.252 など）を指定します。

0 は、ループバック インターフェイスに割り当てる識別番号を表します。

このコマンドは、常に動作しているインターフェイスをエミュレートするソフト

ウェア専用ループバック インターフェイスを作成します （この仮想インター

フェイスは、すべてのプラットフォームでサポートされます）。IP アドレスに関

するガイドラインの詳細については、「RMS IP アドレスの選択に関するガイド

ライン」（P.A-8）を参照してください。

（注） RMS への IP パスが複数ある場合は、Loopback0 インターフェイスを明

示的に設定することをお勧めします。

ステップ 12 ループバック インターフェイスの音声のシグナリングとメディアを設定するに

は、次のコマンドを入力します。

a. Router(config)# voice service voip

このコマンドは、グローバル コンフィギュレーション モードから音声サー

ビス コンフィギュレーション モードに切り替え、音声カプセル化タイプを

指定します。

b. Router(conf-voi-serv)# allow-connections sip to sip

このコマンドは、SIP エンドポイント間の接続を許可することを指定します。

c. Router(conf-voi-serv)# sip

このコマンドは、Session Initiation Protocol（SIP）コンフィギュレーショ

ン モードを有効にします。

d. Router(conf-serv-sip)# bind control source-interface Loopback0
Router(conf-serv-sip)# bind media source-interface Loopback0

これらのコマンドは、シグナリングおよびメディア パケットの送信元アド

レスをループバック インターフェイスの IP アドレスにバインドします。

（注） • bind control source-interface Loopback0 コマンドを入力するときには、

RMS にアクティブな音声コールがないことを確認してください。
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• RMS にアクティブな音声コールがないことを確認するには、RMS コマンド

ラインから show call active voice brief コマンドを入力します。次のよう

に、このコマンドの出力にコール レッグの総数が 0 と表示される必要があ

ります。
Total call-legs: 0 

• bind control source-interface Loopback0 コマンドの実行が成功したこと

を確認するには、RMS コマンドラインから show run コマンドを入力しま

す。実行コンフィギュレーション出力に bind control source-interface 
Loopback0 が含まれていることを確認します。

• 実行コンフィギュレーション出力に bind control source-interface 
Loopback0 コマンドが含まれていない場合は、このコマンドが正しく適用

されていません。この場合、ダイヤル エンジンのディレクトリ番号をダイ

ヤルしたときにファースト ビジー トーンが聞こえます。さらに、Cisco IOS 
SIP デバッグ ログにダイヤル エンジンからの SIP 403（禁止）メッセージが

記録されます。

• この状況に対処するには、音声ポート コンフィギュレーション モードで 
shutdown <voice-port> コマンドを入力し、特定の音声インターフェイス 
カードの音声ポートをオフラインにします。このコマンドは、オンラインで

ある可能性のあるすべての音声ポートに対して実行してください。次に、

bind control source-interface Loopback0 コマンドを再入力し、さらに no 
shutdown <voice-port> コマンドを入力して、音声ポートをオンラインに戻

します。このコマンドは、オフラインにしたすべての音声ポートに対して実

行してください。

e. 次のコマンドを入力して、特権 EXEC モードに戻ります。

Router(conf-serv-sip)# end

ステップ 13 次のコマンドを入力して、コンフィギュレーション モードに戻ります。

Router# configure terminal

ステップ 14 マルチキャスト トラフィックをルーティングする各インターフェイスについて

マルチキャスト ルーティングを有効にするには、次のコマンドを入力します。

a. Router(config)# interface <interface>

表示の意味は次のとおりです。

<interface> には、Protocol Independent Multicast（PIM）を有効にするイ

ンターフェイスを指定します。
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b. Router(config-if)# ip pim sparse-mode

このコマンドは、マルチキャスト トラフィックをルーティングする各イン

ターフェイスに対して実行します。このコマンドはインターフェイスの 
PIM 希薄モードを有効にします。

ステップ 15 すべての音声設定に適用される音声クラスを作成するには、接続タイプに応じて

次のコマンドを入力します。

a. T1 接続を使用する場合は、次のコマンドを入力します。

Router(config)# voice class permanent 1
Router(config-class)# signal timing oos timeout disabled
Router(config-class)# signal keepalive disabled
Router(config-class)# signal sequence oos no-action

表示の意味は次のとおりです。

1 は、音声クラスに割り当てる一意の番号を示します。

b. E1 接続で E1 専用インターフェイス カードまたは T1/E1 共用インターフェ

イス カードを使用する場合は、次のコマンドをすべて入力します。

Router(config)# voice class permanent 1
Router(config-class)# signal timing oos timeout disabled
Router(config-class)# signal keepalive disabled
Router(config-class)# signal sequence oos no-action
Router(config-class)# signal pattern idle transmit 0000

表示の意味は次のとおりです。

1 は、音声クラスに割り当てる一意の番号を示します。

（注） T1 接続を使用する場合は、 初の 4 つのコマンドだけを入力してくださ

い。E1 接続で E1 専用インターフェイス カードまたは T1/E1 共用イン

ターフェイス カードを使用する場合は、ステップ 15 で説明したとおり、

signal pattern idle transmit 0000 コマンドも入力する必要があります。

signal pattern idle transmit 0000 コマンドは、E1 モードで設定する E1 
専用インターフェイス カードまたは T1/E1 共用インターフェイス カー

ドだけでサポートされるグローバル コマンドであることに注意してくだ

さい （このコマンドは、T1 専用カードなど、他のインターフェイス 
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カードでは使用できません）。このコマンドは、ルータ内のすべてのイ

ンターフェイス カードに影響します。そのため、このコマンドを使用す

るときには、すべてのインターフェイス カードが E1 モードの E1 専用

インターフェイス カードまたは T1/E1 共用インターフェイス カードで

あり、同じルータに T1 専用、E1 専用、および T1/E1 共用のカード タイ

プが混在していないことを確認してください。

ステップ 16 次のコマンドを入力して、SIP 無活動タイムアウトを設定します。

a. Router(config)# ip rtcp report interval 5001

このコマンドは、以降の Real-Time Control Protocol（RTCP）レポート送信

の平均レポート間隔を設定します。

b. Router(config)# gateway

このコマンドは H.323 VoIP ゲートウェイを有効にします。

c. Router(config-gateway)# media-inactivity-criteria rtcp

このコマンドは、メディア無活動（無音）の検出に RTCP を使用することを

指定します。

（注） このコマンドは、SIP メディアの無活動基準で使用する唯一のメカニズ

ムとして RTCP パケット検出を有効にし、RTP パケットが検出されない

場合に RMS が SIP コールの接続を解除しないようにするために必要で

す。

d. Router(config-gateway)# timer receive-rtcp 5

このコマンドは、RTCP タイマーを有効にし、SIP または H.323 での RTCP 
タイマー間隔の倍率を設定します。

ステップ 17 次のコマンドを入力して、Cisco IPICS がサポートするコーデックのリストを設

定します。

Router(config)# voice class codec 1
Router(config-class)# codec preference 1 g729r8 
Router(config-class)# codec preference 2 g711ulaw

これらのコマンドは、音声クラス コンフィギュレーション モードを有効にし、

コーデック音声クラスに識別タグ番号を割り当て、ダイヤル ピアで使用する優

先コーデックを指定します。

ステップ 18 SIP ユーザ エージェントは次のように設定します。
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これらのコマンドは、RMS が SIP IDC 接続用の G.729 コーデックを受け入れる

ことを可能にします。

Router(config)# sip-ua
Router(config)# g729-annexb override

ステップ 19 次のコマンドを入力して、着信ダイヤル ピアを作成します。

これらのコマンドは、音声ダイヤル ピアを設定し、デフォルト SIP IDC 接続の

音声アクティビティ検出（VAD）をオフにします。

（注） この設定では、フィールドによっては Cisco IOS が他の値もサポートしま

すが、一貫性を保つために、次に示す値に設定することをお勧めします。

Router(config)# dial-peer voice 555 voip
Router(config-dial-peer)# session protocol sipv2
Router(config-dial-peer)# incoming called-number .
Router(config-dial-peer)# no vad
Router(config-dial-peer)# dtmf-relay rtp-nte
Router(config-dial-peer)# voice-class codec 1

リモート IDC ユーザのためにトーン リモート制御（TRC）機能を有効にするに

は、この dial-peer コマンドの一部として、次のコマンドを入力する必要があり

ます。

Router(config-dial-peer)# rtp payload-type nte-tone 108
Router(config-dial-peer)# rtp payload-type lmr-tone 107

（注） トーン リモート制御機能をサポートする Cisco IOS ソフトウェアを入手

する方法については、ask-ipics-support@external.cisco.com までお問い

合せください。

ステップ 20 次のコマンドを入力して、ルータ コマンド プロンプトをリセットします。

Router(config)# no prompt

ステップ 21 次のコマンドを実行して、現在の実行設定ファイルの内容を表示し、この手順で

実行した変更が出力に反映されていることを確認します。

Router# show running-config

ステップ 22 次のコマンドを実行して、変更内容を保存します。

Router# copy running-config startup-config
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    T1/E1 コントローラの接続および設定
ステップ 23 T1/E1 共用インターフェイス カードを T1 モードから E1 モードに変更した場合

は、ループバック ケーブルのリセットが必要になることがあります。ループ

バック ケーブルのリセットが必要かどうかを確認するには、次のいずれかの操

作を行います。

• インターフェイス カードの LED をチェックし、LP LED がオレンジかどう

かを確認する。

この LED は、通常の運用ではオフになっている必要があります。

• 次の CLI コマンドを入力して、コントローラからアラームまたはエラーが

出力されているかどうかを確認する。

Router# show controllers e1

このコマンドの出力では、次のサンプル出力に示すとおり、e1 の状態が

「up」であり、アラームが含まれていないことが必要です。

e1 3/0 is up
No alarms detected

次の例に示すように、出力に e1 の状態が「down」と表示された場合は、手

順 21 に進んでください。

e1 3/1 is down
alarm-trigger is not set

ステップ 24 この問題を解決するには、ルータからループバック ケーブルを外し、接続し直

します。

LP LED がオフになります。

ステップ 25 上記の show controllers e1  コマンドを入力して、e1 が動作していることを確認

します。このコマンドの出力では、次のサンプル出力に示すとおり、e1 の状態

が「up」であり、アラームが含まれていないことが必要です。

e1 3/0 is up
No alarms detected

e1 3/1 is up
No alarms detected
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（注） Cisco IPICS は、陸上移動無線（LMR）ゲートウェイの使用をサポートしていま

す。この機能は、通常、サポートされている Cisco ルータに追加機能としてイン

ストールされます。LMR ゲートウェイは、無線周波数を IP マルチキャスト ス
トリームにブリッジし、音声を無線ネットワークと非無線ネットワーク間で相互

運用できるようにします。
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A P P E N D I X B

Cisco IPICS を使用した外部通知

シスコ製ポリシー エンジンの通知アクション（第 6 章「Cisco IPICS ポリシー 
エンジンの使い方」を参照）では、指定した受信者に連絡し、指定した情報を提

供できます。それらの受信者は、Cisco IPICS に設定する必要があります。

Cisco IPICS では、Cisco IPICS に設定されていない受信者に通知を送ることも

できます。このような通知を外部通知といいます。外部通知では次のことを実行

できます。

1. Cisco IPICS が指定されたファイルから取得した電話番号で同時に複数の外

部ユーザを呼び出す。

2. コールに応答した各ユーザに対して、指定したメッセージを再生する。

3. 各コールの結果をログ ファイルに取り込み、内容を随時確認する。

外部通知を呼び出すには、HTTP 要求を送信するか、適切なサーバに Common 
Alerting Protocol（CAP）.xml ファイルを送信します。

この付録では、外部通知を使用するための Cisco IPICS の設定方法と、外部通知

を呼び出す方法について説明します。この付録は、次の項で構成されています。

• 「外部通知の実装要件」（P.B-2）

• 「外部通知の呼び出し」（P.B-4）

• 「外部通知の結果の取得」（P.B-7）

• 「外部通知の結果の確認」（P.B-11）

• 「外部通知用の XML ファイル パラメータ」（P.B-12）
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知

    外部通知の実装要件
外部通知の実装要件
外部通知に Cisco IPICS を使用するためには、ダイヤル エンジンを設定して、

受信者のリストを指定し、受信者に対して再生するメッセージ ファイルを指定

する必要があります。

これらの要件について、以降の各項で詳しく説明します。

ダイヤル エンジン

ダイヤル エンジンは、外部通知の受信者に対するダイヤルアウトとメッセージ

再生を処理する Cisco IPICS サーバです。ユーザはこのシステムに、外部通知を

呼び出す要求を送信します。このサーバによって、コールの負荷を分散し、多数

の受信者に対して効率的に通知を送信できます。ネットワーク内のどの Cisco 
IPICS サーバでも、ダイヤル エンジンとして指定できます。

Cisco IPICS サーバをダイヤル エンジンとして設定するには、そのサーバの 
.xml 設定ファイルを開き、ダイヤル エンジンについて dialEngine サブ要素のア

トリビュートを設定します。これを行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 ダイヤル エンジンにする Cisco IPICS サーバで、次のフォルダにある 
dedicated-dial-engines.xml ファイルを開きます。

/opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_server/WEB-INF/classes

ステップ 2 dedicated-dial-engines.xml ファイルで、「dialEngine」サブ要素をアンコメント

し、ダイヤル エンジンについて次のアトリビュートを設定します。

• id：ダイヤル サーバの固有識別情報を設定します（識別情報はサーバのホス

ト名でもかまいません）。

• bulkNotifyApp：BulkNotifyDialer に設定します。

• host：ダイヤル エンジンの IP アドレスまたはホスト名。

ステップ 3 dedicated-dial-engines.xml ファイルを保存します。
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知
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ステップ 4 ルート ユーザ ID から次のコマンドを入力して、Cisco IPICS サービスを再起動

します。

service ipics restart

受信者リスト

受信者リストは、外部通知メッセージを受信する必要のある各ユーザのリストが

含まれる .xml ファイルです。これらの受信者に連絡する外部通知を呼び出すた

めには、受信者リストが存在するサーバの URL がわかっている必要がありま

す。

受信者リストは、この項に示す形式であり、次のガイドラインに従っている必要

があります。

• 「id」は必須であり、各受信者に固有であることが必要です。

• 「name」はオプションです。

• 「contacts」は、呼び出す順序どおりに並べられた受信者のリストです。

• 「phone type」はオプションです。

• 「dn」は必須です。dn 値は、入力したとおりに音声ゲートウェイに送信され

ます。

次に、有効な受信者リストの例を示します。

<users>
<user id="5" name="Kim Smith">

<contacts>
<phone type="mobile" dn="14085554444" />
<phone type="home" dn="14085555555" /> 

</contacts>
</user>
<user id="7" name="Bob Jo"> 

<contacts> 
<phone type="work" dn="1342433534" /> 
<phone type="home" dn="14085543255" /> 

</contacts>
</user>

</users>
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    外部通知の呼び出し
メッセージ ファイル

メッセージ ファイルは、パルス符号変調（PCM）形式または CCITT u-Law 形
式の .wav ファイルで、受信者に対して再生する録音メッセージが含まれていま

す。メッセージの長さは 90 秒を超えないようにすることをお勧めします。

このメッセージを再生する外部通知を呼び出すためには、メッセージ ファイル

が存在するサーバの URL がわかっている必要があります。

外部通知の呼び出し
通知アクションを呼び出すには、ダイヤル エンジンに HTTP get 要求を送信する

か、HTTP によってダイヤル エンジンに有効な CAP .xml ファイルを送信します。

HTTP 要求の送信による外部通知の呼び出し

HTTP 要求によって外部通知を呼び出すには、ダイヤル エンジンに指定された

サーバに次の要求を送信します。

http://<Dial_Engine_Server>:8080/ipics_server/BulkNotify?
method=httpNotify?capId=<CAP_ID_#>&userListURL=<User_List_URL>
&waveFileURL=<Wave_File_URL>
&announcementText=<Announcement_Text>
&questionWaveURL<number>=<Question_Wave_URL>

表示の意味は次のとおりです。

• <Dial_Engine_Server> は、ダイヤル エンジンを含む Cisco IPICS サーバの

完全修飾ホスト名または IP アドレスです。

• <CAP_ID_#> は、この呼び出し要求に割り当てる固有識別情報です。

• <User_List_URL> は、受信者リストを取得できる HTTP URL です。

• <Wave_File_URL> は、メッセージ ファイルを取得できる HTTP URL です。

• （オプション）<Announcement_Text> は、Cisco Unified IP Phones に表示さ

れるテキストです。

• <number> は質問番号です。この値は 1 で始まって、1 ずつ増えていく必要

があります。
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• （オプション）<Question_Wave_URL> は、質問ファイルを取得できる 
HTTP URL です。取得する質問ファイルの名前は、次の形式でなければな

りません。

Question<number>_<dtmf_choices>.wav

表示の意味は次のとおりです。

– <number> は質問番号です。この番号は、questionWaveURL アトリ

ビュート内の番号と一致する必要があります。

– <dtmf_choices> は、次の questionWaveURL パラメータ例のように、電

話の受信者が入力できるキーパッドの桁数になります。

- パラメータ &questionWaveURL1=Question1_1234.wav が設定された 
HTTP 要求では、オーディオが再生され、電話の受信者はキーパッドの 
1、2、3、または 4 を押すとそれに応答できます。

- パラメータ &questionWaveURL2=Question2_12.wav が設定された 
HTTP 要求では、オーディオが再生され、電話の受信者は 1 または 2 を
押すとそれに応答できます。

- パラメータ &questionWaveURL3=Question3_1.wav が設定された 
HTTP 要求では、オーディオが再生され、電話の受信者は 1 を押した場

合だけそれに応答できます。このタイプの要求は、ユーザがこの通知を

受信したことを確認するために使用できます。

（注） スペースや特殊文字が含まれるパラメータでは、標準の HTTP エスケープ コー

ドを使用する必要があります。

CAP XML ファイルの送信による外部通知の呼び出し

有効な CAP .xml ファイルを次の URL に送信することにより、外部通知を呼び

出すことができます。

http://<Dial_Engine_Server>:8080/ipics_server/BulkNotify?
method=capNotify?&cap=<1010336075.8398CAP_XML>

表示の意味は次のとおりです。

• <Dial_Engine_Server> は、ダイヤル エンジンを含む Cisco IPICS サーバの

ホスト名または IP アドレスです。

• <CAP_XML> は有効な CAP ファイルです。
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この通知方式を使用する場合は、次のガイドラインに従う必要があります。

• リソースの説明が IPICSUserList であるリソースが存在している必要があり

ます。このリソースのユニフォーム リソース識別子（URI）は、受信者リス

トを取得できるサーバの HTTP URL を示している必要があります。このリ

ソースの mimeType は text/xml でなければなりません。

• リソースの説明が IPICSWaveFile であるリソースが存在している必要があ

ります。このリソースの URI は、メッセージ ファイルを取得できるサーバ

の HTTP URL を示している必要があります。このリソースの mimeType は 
audio/wav でなければなりません。

• （オプション）リソースの説明が AnnouncementText であるリソースが存在

している可能性があります。このリソースの URI は、テキスト メッセージ

を取得できるサーバの HTTP URL を示している必要があります。このリ

ソースの mimeType は text/plain でなければなりません。

• （オプション）リソースの説明が QuestionWaveURL<number> であるリ

ソースが存在している可能性があります。このリソースの URI は、質問

ファイルを取得できるサーバの HTTP URL を示している必要があります。

質問ファイルの指定方法の詳細については、HTTP 呼び出しの項を参照して

ください。このリソースの mimeType は audio/wav でなければなりません。

次に、有効な CAP リストの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.1">
<identifier>5</identifier>
<sender>mycontact@mycompany.com</sender>
<sent>2003-06-11T22:39:00-07:00</sent>
<status>Actual</status>
<msgType>Alert</msgType>
<source>SW</source>
<scope>Public</scope>
<info> <category>Rescue</category>
<event>Earthquake</event>
<urgency>Immediate</urgency>
<severity>Severe</severity>
<certainty>Likely</certainty>
<eventCode>
<valueName>SAME</valueName>
<value>CAE</value>
</eventCode>
<senderName>San Jose Earthquake Prevention</senderName>
<headline>SJ Earthquake</headline>
<description>Earthquake in SJ Downtown</description>
<contact>Earthquake Prevention – 408-555-1212</contact>
<resource>
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<resourceDesc>IPICSUserList</resourceDesc>
<uri>http://ipics-server:8080/BulkCapSimulator/BulkCapSimulator?method
=userList</uri>
</resource>
<resource>
<resourceDesc>IPICSWaveFile</resourceDesc>
<uri>http://ipics-server:8080/BulkCapSimulator/BulkCapSimulator?method
=waveFile&amp;p=announcement</uri>
<mimeType>audio/wav</mimeType>
</resource>
<resource>
<resourceDesc>QuestionWaveURL1</resourceDesc>
<uri>http://ipics-server:8080/BulkCapSimulator/BulkCapSimulator?method
=waveFile&amp;p=q1</uri>
<mimeType>audio/wav</mimeType>
</resource>
<resource>
<resourceDesc>AnnouncementText</resourceDesc>
<uri>http://ipics-server:8080/BulkCapSimulator/BulkCapSimulator?method
=announcementText</uri>
<mimeType>text/plain</mimeType>
</resource>
<area>
<areaDesc>San Jose, Ca</areaDesc>
<geocode>
<valueName>SAME</valueName>
<value>006037</value>
</geocode>
</area>
</info>
</alert>

外部通知の結果の取得
外部通知を呼び出したら、その通知の結果を表示したファイルを取得できます。

外部通知の結果を取得するには、ダイヤル エンジンの機能を含む Cisco IPICS 
サーバに次の要求を送信します。

http://<Dial_Engine_Server>:8080/ipics_server/BulkNotify?method=inciden
tStatus&capId= <CAP_ID_#>
&statusType=<SUMMARY | DETAILED>

表示の意味は次のとおりです。
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• <Dial_Engine_Server> は、ダイヤル エンジンを含む Cisco IPICS サーバの

ホスト名または IP アドレスです。

• <CAP_ID_#> は、結果を要求する呼び出し要求の一意の ID 番号です。

• SUMMARY または DETAILED は、受信するステータス情報のレベルです。

要約タイプ SUMMARY では、開始時間、完了時間、通知のステータスなどを含

む、インシデントに関する基本的情報が提示されます。要約タイプ DETAILED 
では、正常に到達できたユーザと、それらのユーザが質問にどのように応答した

かのリストが提示されます。

次に、DETAILED レベル ステータスの .xml ファイルによる出力例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NotificationStatus>
<Incident capId="5">
<Status>SUCCESSFULLY_FINISHED</Status>
<StartTime>Mon Nov 19 15:25:07 PST 2007</StartTime>
<FinishTime>Mon Nov 19 15:25:17 PST 2007</FinishTime>
<UserSummary failedToNotify="0" successfullyNotified="1" 
totalUsers="1">
<User id="1028"> 
<Contacts>
<Phone dialNumber="1029" extn="" shared="false">
<Status>SUCCESSFUL</Status>
<Time>Tue Dec 04 16:35:55 PST 2007</Time>
<QuestionResponses>
<Response promptId="q1">
<Value>1</Value>
</Response>
</QuestionResponses>
</Phone>
</Contacts>
</User>
<User id="1028-3">
<Contacts>
<Phone dialNumber="1028" extn="" shared="true"> 
<Status>SUCCESSFUL</Status>
<Time>Tue Dec 04 16:35:50 PST 2007</Time>
<QuestionResponses>
<Response promptId="q1">
<Value>1</Value>
</Response>
</QuestionResponses>
</Phone>
</Contacts>
</User>
<User id="1028-1">
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<Contacts>
<Phone dialNumber="1028" extn="" shared="true">
<Status>SUCCESSFUL</Status>
<Time>Tue Dec 04 16:35:50 PST 2007</Time>
<QuestionResponses>
<Response promptId="q1">
<Value>1</Value>
</Response>
</QuestionResponses>
</Phone>
</Contacts>
</User>
<!-- End detailed summary> 
</UserSummary>
</Incident>
</NotificationStatus>

表 B-1 は、.xml ファイルに表示される要約レポートの各フィールドについて説

明したものです。

表 B-1 .xml ファイルの要約レポートのフィールド

フィールド 説明

Incident この要素には capId アトリビュートが含まれます。capId 
アトリビュートは、結果を要求する呼び出し要求の一意

の ID 番号を表します。

Status この要素は、呼び出し要求のステータスを表します。こ

のフィールドの有効なエントリは、

SUCCESSFULLY_FINISHED、PROCESSING、

ABORTED_NO_CONFIGURED_DE、
ABORTED_TIMEOUT_WAITING_ON_DE、
ABORTED_FAILED_UPLOAD_PROMPT_TO_DE、
ABORTED_PROMPT_DOWNLOADED_TRANSCODE
_FAILURE、
ABORTED_USER_LIST_PARSE_ERROR、および 
ABORTED_UNKNOWN になります。

StartTime この要素は、呼び出し要求が開始された日時を表します。
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詳細レポートを指定した場合、XML ファイルには表 B-2 で説明する追加フィー

ルドが含まれます。

FinishTime この要素は、呼び出し要求が完了した日時を表します。

UserSummary UserSummary 要素には次のアトリビュートが含まれます。

• failedToNotify は、通知できなかった参加者の数を示

します。

• successfullyNotified は、正常に通知された参加者の

数を示します。

• totalUsers は、通知に含まれるユーザの総数を示しま

す。

表 B-1 .xml ファイルの要約レポートのフィールド （続き）

フィールド 説明

表 B-2 詳細レポートの .xml ファイルの要約レポートの追加フィールド

フィールド 説明

User id この要素は、呼び出された電話番号の ID を表します。

複数のユーザが電話番号を共有している場合は、shared 
アトリビュートが true に設定され、そうでない場合は 
false に設定されます。

Phone Phone 要素には次のアトリビュートが含まれます。

• dialNumber フィールドは、呼び出された電話番号を

表します。

• extn フィールドは、呼び出された番号の内線を表し

ます。番号に内線が含まれない場合、このフィール

ドは空白になります。

• [shared] フィールドは、番号が複数のユーザによって

共有されているかどうかを示します。[shared] フィー

ルドが true に設定されている場合、番号は複数の受

信者によって共有されています。そうでない場合、

このフィールドは false に設定されます。
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知

    外部通知の結果の確認
（注） summaryType パラメータを指定しない場合、Cisco IPICS ではデフォルト値と

して SUMMARY が使用されます。

外部通知の結果の確認
Cisco IPICS は、外部通知の実行時に行ったコールの結果を取り込み、保存しま

す。この情報は ipics.log ファイルに書き込まれます。このファイルは、Cisco 
IPICS サーバの次のフォルダに保存されています。

/opt/cisco/ipics/tomcat/current/logs

HTTP 要求による外部通知を中止するには、ダイヤル エンジンに指定された

サーバに次の要求を送信します。

http://<Dial_Engine>:8080/ipics_server/BulkNotify?method=stopNotification&
capId=<CAP_ID_#>

表示の意味は次のとおりです。

• <Dial_Engine> は、ダイヤル エンジンのホスト名または IP アドレスです。

Status この要素は、コールのステータスを表します。有効な

フィールドは、SUCCESSFUL、NO_ANSWER、

BUSY、INVALID、NO_RESOURCE、
ANSWERED_NO_ACKNOWLEDGEMENT、および 
UNSUCCESSFUL です。

Time エンド ユーザのデバイスが通知を受信した時間です。

QuestionResponses QuestionResponses 要素には次のフィールドが含まれます。

• [Response promptId] は、HTTP 呼び出し要求で設定

した質問の ID です。この ID は、.wav ファイルの名

前に含まれる番号に対応します。たとえば、.wav 
ファイルの名前が Question1_<dtmf_choices>.wav の
場合、[Response promptId] は q1 になります。

• [Value] は、ダイヤル パッド上でユーザが押した番号

です。

表 B-2 詳細レポートの .xml ファイルの要約レポートの追加フィールド （続き）

フィールド 説明
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知

    外部通知用の XML ファイル パラメータ
• <CAP_ID_#> は、この呼び出し要求に割り当てる固有識別情報です。

外部通知用の XML ファイル パラメータ
dedicated-dial-engines.xml ファイルには、表 B-3 で説明する設定可能パラメー

タが含まれています。

シスコでは、ネットワーク設定のために必要にならない限り、これらの値を変更

しないことをお勧めしています。たとえば、ネットワークの高遅延のためコール

がタイムアウト値を超過してしまう場合は、タイムアウト値を大きくすることが

できます。

また、シスコではこの XML ファイル内の他の値も一切変更しないことをお勧め

しています。これは具体的には、maxDialEngineWaitForDialing、
maxDialEngineWaitForAck、maxDialEngineWaitForIPPhone、および 
maxDialEngineWaitForOnCall の各ファイルになります。

表 B-3 dedicated-dial-engines.xml ファイル内の新しい設定可能パラ

メータ

値 説明

connectTimeout この値は、プライマリ ダイヤル エンジンが専用ダイ

ヤル エンジンに接続する際の 大タイムアウト値

（ミリ秒単位）を表します。プライマリ ダイヤル エン

ジンが指定した時間内に専用ダイヤル エンジンに接

続しない場合、Cisco IPICS ではこのエラーが 
ipics.log ファイルにダイヤル エンジンの障害として

報告され、通知要求は再度キューに配置されます。

ipics.log ファイルを表示するには、Cisco IPICS 
Administration Console で [Serviceability] > [System 
Logs] ウィンドウに移動し、に表示される情報を確認

します。

dialEngineFailure
CapForDuration

この値は、Cisco IPICS で複数のダイヤル エンジン障

害が 1 つのダイヤル エンジン障害としてカウントさ

れる時間ウィンドウ（ミリ秒単位）を表します。デ

フォルト値の 500 を使用すると、Cisco IPICS では 
0.5 秒の時間ウィンドウ内に発生するすべてのダイヤ

ル エンジン障害が、1 つのダイヤル エンジン障害と

してカウントされます。
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知

    外部通知用の XML ファイル パラメータ
initialEngineFaliure
ReattemptDuration

この値は、Cisco IPICS がダイヤル エンジン障害の

後、プライマリ ダイヤル エンジンに接続するまでに

待つ時間（ミリ秒単位）を表します（たとえば、通

知を送信するために使用可能なダイヤル エンジン リ
ソースがない場合など）。

（注） 以降は、1 回再試行するたびに値が倍になり

ます。デフォルト値の 2000 を使用して、

Cisco IPICS がプライマリ ダイヤル エンジン

障害のために通知アクションを完了できな

かった場合、Cisco IPICS は 2 秒間待ってか

らダイヤル エンジンに接続し、通知アクショ

ンを再試行します。Cisco IPICS で再度ダイ

ヤル エンジン障害が検出されると、今度は 4 
秒間の待機後、ダイヤル エンジンへの再接続

が行われます。

ダイヤル エンジンへのコールが成功すると、この値

は設定値にリセットされます。

maxDialEngine
FailureWaitTimeCap

この値は、Cisco IPICS がダイヤル エンジンへの接続

を試みる 大累積時間（ミリ秒単位）を表します。

この値は、initialEngineFaliureReattemptDuration の
値が無制限に増加し、ダイヤル エンジンが使用不能

になることを防止します。

指定した時間内にダイヤル エンジンに接続できない

場合、Cisco IPICS は外部通知を停止し、ipics.log 
ファイルにエラーを報告します。

maxDialRetryCount この値は、Cisco IPICS がユーザへの通知アクション

の初回の送信が失敗したときに（たとえば電話がビ

ジーの場合や応答がなかった場合など）、再送信を試

行する 大回数を表します。

maxWaitForAcquiring
DialEngine

この値は、使用可能な専用ダイヤル エンジンがない

場合に、プライマリ ダイヤル エンジンが外部通知を

停止するまでに待つ 大時間（ミリ秒単位）を表し

ます。

表 B-3 dedicated-dial-engines.xml ファイル内の新しい設定可能パラ

メータ （続き）

値 説明
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付録 B      Cisco IPICS を使用した外部通知

    外部通知用の XML ファイル パラメータ
phoneDialReadTimeout この値は、専用ダイヤル エンジンがプライマリ ダイ

ヤル エンジンからのユーザのダイヤル要求に応答す

る際の、 大タイムアウト値（ミリ秒単位）を表し

ます。専用ダイヤル エンジンが指定した時間内にプ

ライマリ ダイヤル エンジンに応答しない場合は、通

知アクションが停止され、ipics.log ファイルにエ

ラーが報告されます。

promptUploadRead
Timeout

この値は、専用ダイヤル エンジンがプライマリ ダイ

ヤル エンジンからのメディア（.wav ファイルなど）

を完全にアップロードする際の、 大タイムアウト

値（ミリ秒単位）を表します。専用ダイヤル エンジ

ンが指定した時間内にメディアをアップロードしな

い場合は、通知アクションが停止され、ipics.log 
ファイルにエラーが報告されます。

redialPeriod この値は、ユーザへの通知アクションの初回の送信

が失敗したときに、Cisco IPICS が再送信までに待つ

時間（ミリ秒単位）を表します。

表 B-3 dedicated-dial-engines.xml ファイル内の新しい設定可能パラ

メータ （続き）

値 説明
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Cisco IPICS サー

OL-21727-01-J
A P P E N D I X C

Cisco Unified IP Phone の Cisco 
IPICS Push-to-Talk デバイスとし
ての設定および使用

Cisco IPICS は、複数の Cisco Unified IP Phone モデルが PTT チャネル上で通信

し、チャネルおよび VTG に参加することを可能にする Cisco IPICS サービスを

提供します。

この Cisco IPICS サービスにユーザがアクセスする前に、Cisco IPICS を 
Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications 
Manager Express に対して電話サービスとして設定する必要があります。さら

に、Cisco Unified Communications Manager が含まれる展開内のユーザは、

Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション アプリケーションを

使用して Cisco IPICS サービスに登録する必要があります。

Cisco Unified IP Phone、LMR ポート、マルチキャスト ポート、IDC クライア

ント、ダイヤル ユーザ、および ops ビューの総数は、Cisco IPICS ライセンスに

指定された数を超えることはできません。ライセンスの詳細については、「ライ

センスの管理」（P.2-85）を参照してください。

この付録では、次のトピックを扱います。

• 「Cisco Unified Communications Manager での Cisco IPICS の電話サービス

としての設定」（P.C-2）

• 「Cisco Unified Communications Manager Express での Cisco IPICS の電話

サービスとしての設定」（P.C-4）

• 「Cisco IPICS サービスへの登録」（P.C-5）
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付録 C      Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用

    Cisco Unified Communications Manager での Cisco IPICS の電話サービスとしての設定
• 「Cisco Unified IP Phone での [Logout] ソフトキーの移動」（P.C-5）

• 「Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用」（P.C-7）

Cisco Unified Communications Manager で
の Cisco IPICS の電話サービスとしての設定

この項では、Cisco Unified Communications Manager で Cisco IPICS サービス

を設定する方法について説明します。Cisco IPICS を使用可能なサービスとして

設定すると、IP Phone ユーザが Cisco Unified Communications Manager ユーザ 
オプション Web サイトを使用して、そのサービスに登録できるようになります。

ユーザが Cisco IPICS サービスに登録すると、Cisco Unified IP Phone サービス

のメニューのオプションとして [Cisco IPICS] が表示されます。

Cisco Unified CM の管理の追加情報および電話サービスの設定方法の詳細につ

いては、使用している Cisco Unified Communications Manager バージョンの

『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』に記載された 
Cisco Unified IP Phone サービスの設定情報を参照してください。

Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サービスにアクセスするユーザにログ

インを要求するかどうかを設定できます。ログインを要求しなくてもよいユーザ

がいる場合は、そのようなユーザについて個別にログインをバイパスする別個の

サービスを設定できます。

Cisco Unified Communications Manager で Cisco IPICS サービスを使用可能な

サービスとして設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM の管理で、次のいずれかの操作を行います。

• Cisco Unified CallManager 3.x または 4.x：[Feature] > [Cisco IP Phone 
Services] を選択します。

• Cisco Unified Communications Manager 5.x 以降：[Device] > 
[Device Settings] > [Phone Services] を選択します。

ステップ 2 IP Phone サービスを設定するページで、次の情報を入力します。

a. [Service Name] フィールドに Cisco IPICS と入力します。

このフィールドでは、Cisco Unified IP Phone に表示されるサービス名を指
定します。
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付録 C      Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用

    Cisco Unified Communications Manager での Cisco IPICS の電話サービスとしての設定
b. [Service Description] フィールドに Access to the Cisco IPICS System 
（Cisco IPICS システムへのアクセス）または類似の説明を入力します。

このフィールドには、Cisco IPICS サービスが提供するコンテンツの説明を
入力します。どのような説明でも入力できます。

c. Cisco Unified Communications Manager 5.x：[ASCII Service Name] フィー

ルドに Cisco IPICS と入力します。

このフィールドでは、電話機が Unicode を表示できない場合に表示する
サービス名を指定します。

d. [Service URL] フィールドに、Cisco IPICS サービスの URL を次のいずれか

の形式で入力します。Cisco IPICS のハイ アベイラビリティ機能を使用して

いる場合は、プライマリ サーバ用に 1 回とセカンダリ サーバ用に 1 回の計 
2 回、URL を入力します。

– サービスにアクセスする前にユーザにログインを要求する場合は、次の 
URL を入力します。

http://<ipics server IP address>/ipics_server/servlet/ 
IPPhoneManager

ipics server IP address は、Cisco IPICS サーバの IP アドレスに置き換
えます。

– サービスにアクセスする前にユーザにログインを要求しない場合は、次
の URL を入力します。

http://<ipics server IP address>/ipics_server/servlet/ 
IPPhoneManager?method=LOGIN&user=<userID>&PIN=<pin>

ipics server IP address は Cisco IPICS サーバの IP アドレス、userID は
ユーザの数字 ID、pin はログインする必要のないユーザの数字パスワー
ド（PIN）にそれぞれ置き換えます。

ステップ 3 （オプション）サービスを使用するためにログインする必要がないユーザについ

てサービスを設定する場合は、これらのパラメータを [Service Parameter 
Information] 領域で次のように設定します。

• method：このパラメータは LOGIN に設定し、必須と指定します。

• user：このパラメータはユーザの Cisco IPICS 数字 ID に設定し、必須と指

定します。

• PIN：このパラメータはユーザの Cisco IPICS 数字パスワード（PIN）に設

定し、必須と指定します。
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付録 C      Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用

    Cisco Unified Communications Manager Express での Cisco IPICS の電話サービスとしての設定
Cisco Unified Communications Manager 
Express での Cisco IPICS の電話サービスとし
ての設定

Cisco IPICS を Cisco Unified Communications Manager Express で使用可能な

サービスとして設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager Express を実行している Cisco IOS ルー

タにログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、イネーブル プロンプトにアクセスします。

Router> enable

ステップ 3 次のコマンドを入力して、Cisco Unified Communications Manager Express を実

行しているルータに Cisco IPICS IP Phone サービスの URL をプロビジョニング

し、Cisco Unified IP Phone が Cisco IPICS PTT デバイスとして機能できるよう

にします。

Router# configure terminal

Router(config)# telephony-service

Router(config-telephony)# url services http://
<ipics server IP address>/ipics_server/servlet/IPPhoneManager

（ipics server IP address は、Cisco IPICS サーバの IP アドレスに置き換えます）

ステップ 4 Ctrl+Z キーを押してイネーブル プロンプトに戻ります。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定を保存します。

Router# write running-config startup-config

ステップ 6 Cisco IOS ルータからログアウトします。
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付録 C      Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用

    Cisco Unified IP Phone での [Logout] ソフトキーの移動
Cisco Unified IP Phone での [Logout] ソフト
キーの移動

Cisco Unified IP Phone ユーザが Cisco IPICS サービスの使用を終了するときに

は、電話機の [Logout] ソフトキーを押します。デフォルトでは、ユーザが 
[Logout] ソフトキーにアクセスするためには、チャネルまたは VTG から出た後

で [Back] ソフトキーを押す必要があります。ただし、ユーザがチャネルまたは 
VTG に接続されたときに [Logout] ソフトキーが表示されるように電話機を設定

できます。これを行うには、Cisco IPICS サービスの URL に次のパラメータを

追加します。

buttonLayout=logoutOnPTT

（注） このパラメータを設定した場合、電話機のモデルによっては、[More] ソフト

キーを押さなければ [Logout] ソフトキーが表示されないことがあります。

Cisco IPICS サービスへの登録
Cisco Unified Communications Manager が含まれる展開内の Cisco Unified IP 
Phone ユーザは、Cisco IPICS サービスに登録してからでなければ、電話機から 
Cisco IPICS サービスにアクセスできません。

この項の情報は、Cisco Unified Communications Manager Express が含まれる展

開内のユーザには該当しません。Cisco Unified Communications Manager 
Express は、1 つのアクティブ サービスをサポートし、ユーザはそのサービスに

自動的に登録されます。

ユーザが Cisco IPICS サービスに登録できるようにするためには、Cisco IPICS 
サービスを 「Cisco Unified Communications Manager での Cisco IPICS の電話

サービスとしての設定」（P.C-2）に従って設定しておく必要があります。
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付録 C      Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用

    Cisco IPICS サービスへの登録
Cisco IPICS サービスに登録するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション Web サイトにログイ

ンします。

Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション Web サイトへのアク

セスの詳細、および使用している電話機モデルの電話機能に関する追加情報につ

いては、Cisco Unified IP Phone のマニュアルを参照してください。

ステップ 2 Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューのドロップ

ダウン リストからデバイス タイプまたはプロファイルを選択します。

ステップ 3 Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション メニューで 
[Configure your Cisco IP Phone Services] を選択します。

登録済みのサービスのリストが表示され、使用可能なサービスのリストからサー

ビスを選択できます。

ステップ 4 [Available Services] ドロップダウン リストから [Cisco IPICS] サービスを選択

し、[Continue] をクリックします。

ステップ 5 Cisco IPICS サービスに登録するには、[Subscribe] をクリックします。

このウィンドウには、サービスの説明、Cisco IPICS サーバの IP アドレス、

サービスへのパスなど、Cisco Unified Communications Manager Administration 
に設定した情報が表示されます。

ステップ 6 [Log Off] をクリックします。
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    Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用
Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サー
ビスの使用

この項では、Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サービスを使用する方法

について説明します。ユーザが Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サービ

スにアクセスするためには、表 C-1 に示す前提条件を満たしている必要があり

ます。

また、ユーザは次のガイドラインに留意する必要があります。

• Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用に関するヘルプを

表示するには、[Help] ソフトキーを押します。

表 C-1 Cisco IPICS サービスを使用するための前提条件

前提条件 参照先

Cisco IPICS サービスが設定されてい

る。

「Cisco Unified Communications 
Manager での Cisco IPICS の電話サー

ビスとしての設定」（P.C-2）または 
「Cisco Unified Communications 
Manager Express での Cisco IPICS の
電話サービスとしての設定」（P.C-4）
を参照してください。

ユーザのログイン クレデンシャルが設

定されている。

Cisco IPICS ユーザは、「ユーザ プロ

ファイルの管理」（P.4-2）の手順に

従って個人用のログイン クレデンシャ

ルを設定できます。

Cisco IPICS オペレータは、「ユーザの

ダイヤル ログイン情報の管理」

（P.3-13）の手順に従ってユーザのログ

イン クレデンシャルを設定できます。

Cisco Unified Communications 
Manager 環境のユーザは、Cisco 
IPICS サービスに登録する必要があり

ます。

「Cisco IPICS サービスへの登録」

（P.C-5）を参照してください。
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    Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用
• Cisco IPICS オペレータは、Cisco IPICS サービスへのログインに使用され

る数字 ID と数字パスワード（PIN）を設定するか、これらのログイン クレ

デンシャルが不要になるようにシステムを設定します。詳細については、

「ユーザのダイヤル ログイン情報の管理」（P.3-13）を参照してください。

• メニューに表示されるチャネルおよび VTG は、Cisco IPICS サービスが開

始された時点でユーザが使用できるものです。 新のチャネル リストを表

示するには、[Update] ソフトキーを押します。Cisco IPICS サーバは、チャ

ネルまたは VTG の情報を電話機に自動的にダウンロードしません。

• Channels returned from Cisco IPICS から Cisco Unified IP Phone に返される

チャネルには、ユーザの [Dial Login] タブの [Default Location] フィールドで

マルチキャスト接続が定義されている必要があります （このタブの詳細につ

いては、「ユーザのダイヤル ログイン情報の管理」（P.3-13）を参照してくだ

さい）。この要件を満たさないチャネルは、電話機には表示されません。

• Cisco Unified IP Phone は、関連付けられたチャネルのアルファベット順の

リストを受信し、続いて関連付けられた VTG のアルファベット順のリスト

を受信します。

• Cisco Unified IP Phone は、直通双方向チャネルやダイヤル直通チャネルは

受信しません。これらのチャネルには SIP ユニキャスト接続が必要であるた

めです。

• デフォルトでは、電話機は放置されたまま 30 分が経過すると自動的に 
Cisco IPICS サービスからログアウトします （この設定は [Administration] 
> [Options window] ウィンドウで変更できます）。詳細については、

「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を参照してください。

• Cisco IPICS ユーザは、同じログイン クレデンシャルで同時に複数の電話機

から Cisco IPICS サービスにログインできます。この場合、ユーザはすべて

の電話機で音声を送受信できます。

• 電話機ユーザが Cisco IPICS サービスにログインしている間に、電話機側で 
Cisco IPICS サーバとの接続が解除されても、サービスは現在の状態を保ち、

ユーザは現在選択されているチャネルまたは VTG の PTT 機能を引き続き使

用できます。ただし、サーバとの接続が再度確立されるまで、電話機は他の

チャネルまたは VTG には接続できません。

• Cisco Unified Wireless IP Phone 7921 がアクティブな Cisco IPICS チャネル

または VTG に接続されている場合、電話機は継続的なリスニング モードに

なります。このモードでは、Cisco IPICS が音声を伝送していなくても、電

話機はアクティブな受信状態のままです。この状態では、電話機は引き続き

バッテリから電源供給を受けます。これにより、バッテリの寿命は通話時間

にして約 8 時間までとなります （チャネルまたは VTG が非アクティブにな
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    Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用
ると、電話機は電力を節約するためにスタンバイ モードになります）。

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921 に十分な電源を供給できるように、電

話機用のバックアップ バッテリを用意することをお勧めします。Cisco 
Unified Wireless IP Phone 7921 の詳細については、Cisco Unified IP Phone 
のマニュアルを参照してください。

• [Services] メニューに直接アクセスできるように Cisco Unified Wireless IP 
Phone 7920/7921 のソフトキーをカスタマイズできます。詳細については、

Cisco Unified Communications Manager のマニュアルを参照してください。

• Cisco Unified Wireless IP Phone 7921 の [PTT] ボタンには、特別な設定は必

要ありません。このボタンまたは [PTT] ソフトキーを使用して、VTG また

はチャネルで通信できます。[PTT] ボタンでは、チャネルをラッチできませ

ん。チャネルをラッチするには、[Latch] ソフトキーを使用します。

Cisco Unified IP Phone から Cisco IPICS サービスにアクセスするには、次の手

順を実行します。

手順

ステップ 1 電話機の [Services] メニューにアクセスします。

[Services] メニューにアクセスする手順は、電話機のモデルによって異なりま

す。詳しい手順については、Cisco IP Phone のマニュアルを参照してください。

ステップ 2 [Cisco IPICS] サービスを選択し、[Select] ソフトキーを押します。

Cisco IPICS サービスがログイン クレデンシャルを要求するように設定されてい

る場合は、ステップ 3 に進みます。

Cisco IPICS サービスがログイン クレデンシャルを要求するように設定されてお

らず、ユーザに複数のチャネルまたは VTG が割り当てられ、アクティブ化され

ている場合は、それらのチャネルおよび VTG のリストが表示されます。この場

合は、ステップ 4 に進みます。

Cisco IPICS サービスがログイン クレデンシャルを要求するように設定されてお

らず、ユーザに 1 つのチャネルまたは VTG だけが割り当てられ、アクティブ化

されている場合は、そのチャネルまたは VTG が自動的にアクティブになりま

す。この場合は、ステップ 5 に進みます。
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    Cisco Unified IP Phone での Cisco IPICS サービスの使用
ステップ 3 数字 ID と数字パスワード（PIN）を入力し、[Submit] ソフトキーを押します。

ユーザに複数のチャネルまたは VTG が割り当てられ、アクティブ化されている

場合は、それらのチャネルおよび VTG のリストが表示されます。この場合は、

ステップ 4 に進みます。

ユーザに 1 つのチャネルまたは VTG だけが割り当てられ、アクティブ化されて

いる場合は、そのチャネルまたは VTG が自動的にアクティブになります。この

場合は、ステップ 5 に進みます。

ステップ 4 チャネルまたは VTG に参加するには、[Navigation] ボタンを使用して参加する

チャネルまたは VTG まで画面をスクロールし、[Select] ソフトキーを押します。

チャネルまたは VTG を選択すると、それが Cisco Unified IP Phone でアクティ

ブになります。

ステップ 5 チャネルまたは VTG で発言するには、[PTT] ソフトキーを押し続けます。

チャネルまたは VTG をラッチ（ロックイン）するには、Cisco Unified IP Phone 
の [Latch] ソフトキーを押します。ラッチを解除するには、[Stop] ソフトキーを

押します （電話機モデルによっては、[More] ソフトキーを押さなければ [Latch] 
が表示されない場合があります）。

ステップ 6 発言が終了したら、[PTT] ソフトキーを離し、聴取専用モードに戻ります。

ステップ 7 Cisco IPICS サービスの使用を終了するときには、次のいずれかの操作を行います。

• [Logout] ソフトキーが表示されている場合は、このキーを押します。電話

機モデルによっては、[More] ソフトキーを押さなければ [Logout] が表示さ

れない場合があります。

• [Back] ソフトキーを押し、さらに [Logout] ソフトキーを押します。
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SSL 証明書の生成 

Cisco IPICS サーバの SSL 証明書は、3 年間で有効期限切れとなり、その後は新

しいものと置き換える必要があります。Cisco IPICS サーバ上で SSL 証明書を生

成するには、次の手順に従ってください。

注意 この手順を実行すると、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアが自動的に再起動

されます。この手順は必ず、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアを再起動して

も重要な操作に影響が出ないときに実行してください。

（注） Cisco IPICS サーバでハイ アベイラビリティ（HA）が設定されている場合は、

一時的に HA を無効化してから SSL 証明書を生成する必要があります。必ずプ

ライマリ サーバとスタンバイ サーバの両方で証明書を生成し、その後 HA を再

度有効化してから、証明書を iPhone にインストールしてください。

SSL 証明書を生成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 （HA 設定がある場合）「HA の設定解除」（P.10-9）の説明に従って、アクティブ

な Cisco IPICS サーバの HA の設定を解除します。

ステップ 2 「HA の設定解除」（P.10-9）の 後で、HA セキュリティ証明書を削除するオプ

ションの手順を実行します。

ステップ 3 セキュア シェル（SSH）クライアントで、ルート アカウントを使用してプライ

マリ Cisco IPICS サーバにログインします。
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ステップ 4 次のコマンドを入力して、新しい SSL 証明書を生成します。

[root]# cd /opt/cisco/ipics/security

[root]# sudo -u ipicsadmin ./security-manager unsetup

[root]# sudo -u ipicsadmin ./security-manager setup

[root]# service ipics start

ステップ 5 Cisco IPICS サーバ ソフトウェアが再起動するまで数分間待ちます。

ステップ 6 再度 Cisco IPICS Administration Console にログインし、サーバが正しく動作す

ることを確認します。

（注） Web ブラウザに証明書に関するエラーが表示された場合は、ブラウザの

証明書管理ページに移動して、古い信頼されている証明書を削除します。

ステップ 7 （HA 設定がある場合）セカンダリ Cisco IPICS サーバの SSL 証明書を生成しま

す。

a. セキュア シェル（SSH）クライアントで、ルート アカウントを使用してセ

カンダリ Cisco IPICS サーバにログインします。

b. ステップ 3 ～ステップ 5 を繰り返して、セカンダリ Cisco IPICS サーバの 
SSL 証明書を生成します。

ステップ 8 Cisco IPICS Administration Console にログインして、HA を再設定します。

手順については、「Cisco IPICS サーバでの HA の設定」（P.10-4）を参照してく

ださい。必ずステップ 8 の説明に従って、HA サーバ間の信頼を確立してくださ

い。
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FAQ

この付録では、Cisco IPICS サーバとその各種コンポーネントに関するよくある

質問とその回答を示します。次の項で構成されています。

• 「Cisco IPICS Server と Akodministration Console」（P.E-2）

• 「Cisco IPICS のライセンス」（P.E-4）

• 「RMS コンポーネント」（P.E-6）

• 「ロケーション」（P.E-7）

• 「リソース」（P.E-8）

• 「Cisco IPICS ポリシー エンジン」（P.E-9）

• 「Push-to-Talk チャネル」（P.E-16）

• 「無線通信」（P.E-17）

• 「VTG」（P.E-19）

• 「ops ビュー」（P.E-20）

• 「サービサビリティ」（P.E-22）

• 「Cisco Unified IP Phone」（P.E-22）
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Cisco IPICS Server と Akodministration Console

Q. Cisco IPICS Administration Console ブラウザ セッションのタイムアウト時

間を指定することはできますか。

A. はい。[Administration] > [Options] ウィンドウの [Cisco IPICS Session 
Timeout Period] でブラウザ セッションのタイムアウト時間を指定できます。

デフォルト値は 30 分です。使用できる値の範囲は 0 ～ 99999 です （0 は、

ブラウザがタイムアウトしないことを示します）。

Cisco IPICS オプションの詳細については、「Cisco IPICS オプションの管

理」（P.2-108）を参照してください。

Q. Cisco IPICS ではポップアップ ブロッカ ソフトウェアを使用できますか。

A. Cisco IPICS Administration Console には、ブラウザのポップアップ ウィン

ドウを使用する機能があります。マシンにブラウザ ポップアップ ブロッカ 
ソフトウェアがインストールされている場合、特定の操作を実行できないこ

とがあります。Cisco IPICS での管理タスクの実行が阻害されないように、

Administration Console を使用する前に、マシンにインストールされている

ブラウザ ポップアップ ブロッカ ソフトウェアを無効にしてください。

Q. Cisco IPICS Administration Console のウィンドウは自動的に更新されますか。

A. いいえ。ベスト プラクティスとして、ブラウザ ウィンドウを頻繁に更新し、

サーバ管理機能を実行するときには必ず更新して、 新の情報を扱えるよう

にしてください。 新のデータが表示されていないウィンドウで管理上の更

新を行うと、正常に更新されず、エラーが表示されます。このような場合

は、ブラウザ ウィンドウを更新し、操作を再実行してください。

Q. ブラウザ ウィンドウはどのように更新するのですか。

A. 現在のウィンドウに 新の情報を表示するには、表示するときに使用したボ

タンまたはタブをクリックしてリフレッシュします。Administration 
Console の一部のウィンドウには [Refresh] ボタンがあり、このボタンを使

用してウィンドウを更新できます。

（注） Cisco IPICS は、ブラウザの [Refresh] ボタンによる Administration 
Console のウィンドウの更新をサポートしていません。

Q. Administration Console のグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）に

表示されるアスタリスク（*）は何を意味しているのですか。
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A. GUI に表示されるアスタリスクは、必須フィールドであることを示します。

Q. Cisco IPICS のロールは何を定義し、誰に割り当てられるのですか。

A. 各 Cisco IPICS ユーザに 1 つまたは複数のロールが割り当てられます。ロー

ルは、ユーザがアクセスできる Cisco IPICS 機能およびユーザが実行できる

機能を定義します。次のリストで、Cisco IPICS で使用できるロールについ

て説明します。

• User（ユーザ）：個人情報の管理、IDC クライアント アプリケーション

のダウンロード、オーディオ デバイスの設定に使用する通信プリファレ

ンスの指定、ポリシーのアクティブ化、および関連付けられたポリシー

の表示が可能です。

（注） すべてのシスコ ユーザに User ロールが割り当てられ、さらに追加の

ロールを割り当てることもできます。

• System administrator（システム管理者）：サーバ、ルータ、マルチキャ

スト アドレス、ロケーション、PTT チャネルなどの Cisco IPICS リ
ソースのインストールおよび設定を担当します。また、ops ビューの作

成、編集、削除、Cisco IPICS ライセンスと IDC バージョンの管理、ダ

イヤル エンジン関連作業の実行、ポリシーのアクティブ化、特定ポリ

シーの表示、アクティビティ ログ ファイルやダッシュボードを使用し

たシステムおよびユーザのステータスの監視も担当します。

• Ops view administrator（ops ビュー管理者）：ops ビューでフィルタ処

理され、Administration Console（[Administration] > [Activity Log 
Management]）ウィンドウからアクセスできるアクティビティ ログを

管理および監視できます。

• Operator（オペレータ）：ユーザおよびユーザ グループの設定および管

理、Cisco IPICS および IDC へのアクセス権の付与、ユーザ チャネル、

ロール、および ops ビューの割り当て、ポリシーの作成および管理を担

当します。

• Dispatcher（ディスパッチャ）：非アクティブ VTG の設定、VTG のア

クティブ化による会議の開始、非アクティブ VTG およびアクティブ 
VTG への参加者の追加および削除を担当します。ポリシーの作成と管

理も行います。さらに、アクティブ VTG およびイベントを監視し、必

要に応じて IDC ユーザを消音および消音解除することもできます。

• All（すべて）：他の Cisco IPICS ロールがすべて割り当てられたものに

相当します。
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Q. データベースはどのような時間帯にバックアップすべきですか。

A. 適なパフォーマンスを確保するために、使用率の低い時間帯やその他のオ

フピーク時にデータベース バックアップを実行することをお勧めします。

使用率の高い時間帯にバックアップを実行すると、処理に要する時間が大幅

に長くなることがあります。詳細については、「Cisco IPICS サーバ データ

ベースのバックアップ」（P.11-2）を参照してください。

Q. あるサーバから別のサーバにデータを復元することはできますか。

A. データを別のサーバに復元することはできますが、両方のサーバで同じバー

ジョンの Cisco IPICS ソフトウェアを実行している必要があります。2 つの

サーバのソフトウェア バージョンが異なる場合、データベース スキーマが

一致しない可能性があります。そのため、復元操作が失敗したり、

Administration Console でタスクを実行するときに予期しないエラーが発生

したりすることがあります。詳細については、「データベース バックアップ

からのデータの復元」（P.11-13）を参照してください。

Cisco IPICS のライセンス

Q. Cisco IPICS では、ライセンス ポートや DS0 ループバック ポート リソース

はどのようにカウントされるのですか。

A. Cisco IPICS ソリューションを使用するためには、まず 1 つ以上のライセン

スをアップロードおよびインストールする必要があります。Cisco IPICS 
は、次のライセンスをサポートしています。

• LMR ポート ライセンス：PTT チャネルが有効になると、このライセン

スが使用されます。

無線チャネルが有効になった場合には、1 つの LMR ライセンスも使用され

ます。ただし、同じ無線に追加の無線チャネルを設定する場合、そのチャネ

ルは別のライセンスを使用するわけではありません。Cisco IPICS では、有

効になっている無線チャネルごとに LMR ライセンスが 1 つだけ使用されま

す。

• マルチキャスト ポート ライセンス：VTG がアクティブになると、1 つ
のマルチキャスト ポート ライセンスが使用されます。

• IDC ユーザ ライセンス：IDC ユーザがシステムにログインするたびに、

1 つの IDC ライセンスが使用されます。IDC ユーザが複数回ログインす

る場合、チャネルが有効になると、ライセンスが使用されます。
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• Cisco Unified IP Phone ユーザ ライセンス：Cisco Unified IP Phone 
ユーザ（IDC xml クライアント）がシステムにログインするたびに、1 
つの Cisco Unified IP Phone ライセンスが使用されます。

• ダイヤル ユーザ ライセンス：次のシナリオでは、それぞれ 1 つの 
PSTN（ダイヤル ユーザ）ライセンスが使用されます。

- 1 つのアクティブ着信コールについて 1 つのライセンスが使用されます。

- 1 つのアクティブ発信コールについて 1 つのライセンスが使用されます。

次のシナリオでは、DS0 ループバック ペアが使用されます。

- IDC 上のリモート チャネルごと

- アクティブ VTG のチャネルごと

- ダイヤルイン ユーザまたはダイヤルアウト ユーザがアクセスするアク

ティブ VTG のインスタンスごと。VTG に接続されているユーザ数は関

係ありません。

• ops ビュー ライセンス：設定された ops ビューごとに 1 つの ops ビュー 
ライセンスが使用されます。

• Cisco IPICS ベース サーバ ライセンス：[Administration] > 
[License Management] ウィンドウに Cisco IPICS ベース サーバ ライセ

ンスが有効または無効と表示され、ライセンスがアクティブであるかど

うかが示されます。

• ポリシー エンジン基本ライセンス：[Administration] > 
[License Management] ウィンドウにポリシー エンジン ベース サーバ 
ライセンスが有効または無効と表示され、ライセンスがアクティブであ

るかどうかが示されます。

Q. VTG が突然アクティブまたは非アクティブになることがあります。何が原

因ですか。

A. VTG が突然アクティブまたは非アクティブになった場合、そのステータス

変更の原因は、ポリシーが実行され、VTG 状態が強制的に変更されたこと

にあると考えられます。このような突然のステータス変更を防ぐために、

Cisco IPICS に十分な数のライセンスがあることを確認してください。
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RMS コンポーネント

Q. Cisco IPICS では、同じ RMS を複数の Cisco IPICS サーバで使用できますか。

A. いいえ。Cisco IPICS は複数の Cisco IPICS サーバでの同一 RMS の使用を

サポートしていません。正常な機能性を確保するためには、各サーバがそれ

ぞれに対応する RMS 上のリソースを使用する必要があります。

Q. Cisco IPICS は同じロケーションの複数の RMS をサポートしますか。

A. はい。Cisco IPICS では、同じロケーションに複数の RMS を設定できます。

Q. サーバに複数の RMS コンポーネントを設定する場合、すべての RMS コン

ポーネントを同じ設定にする必要はありますか。

A. サーバに複数の RMS コンポーネントを設定する場合は、各 RMS を付録 A
「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」に記載された手順に従って設定

してください。Cisco IPICS はこの手順どおりに設定された RMS コンポー

ネントだけをサポートすることに注意してください。

Q. RMS ルータを T1 接続または E1 接続用に設定する方法を教えてください。

A. RMS ルータを T1 接続または E1 接続用に設定する場合、RMS が正しく動

作するためには、所定のガイドラインに従う必要があります。ガイドライン

の詳細については、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」を

参照してください。

Q. タイムスロット 24（T1 コントローラの場合）およびタイムスロット 31
（E1 コントローラの場合）は必ず設定しなければなりませんか。

A. はい。タイムスロット 24（T1 コントローラの場合）およびタイムスロット 
31（E1 コントローラの場合）は、フラクショナル T1 または E1 コントロー

ラを使用する場合でも設定する必要があります。通常、T1 コントローラは 
24 個の ds0、E1 コントローラは 30 個の ds0 をそれぞれサポートしますが、

使用できるデジタル シグナル プロセッサ（DSP）の数によっては、コント

ローラがサポートできる ds0 の数がそれより少なくなることもあります。詳

細については、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」を参照

してください。
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Q. RMS IP アドレスを選択する方法を教えてください。

A. RMS で IP アドレスを選択する場合は、Cisco IPICS コンポーネントとの相

互運用性を確保するために、所定のガイドラインに従い、指定されたイン

ターフェイスを設定する必要があります。RMS の設定の詳細については、

付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」を参照してください。

Q. インターフェイスに設定する IP アドレスはルーティング可能であることが

必要ですか。

A. はい。Loopback0 インターフェイスおよび Vif インターフェイスに設定する 
IP アドレスは、いずれもルーティング可能であることが必要です。

Cisco IPICS で正しく動作するためには、これらのインターフェイスの両方

において、この要件を満たしている必要があります。

いずれかのインターフェイスの IP アドレスがルーティング可能でない場合、

IDC PTT ボタンを押してからリモート IDC とマルチキャスト チャネルの間

にメディアが確立されるまでに、長さが一定しない断続的な遅延が発生する

ことがあります。この遅延は、RMS がマルチキャスト Real-time Transport 
Protocol（RTP）パケット送信元アドレスに対して Reverse Path Forwarding

（RPF）チェックを実行できないことに起因します。したがって、この問題

を回避するために、Loopback0 インターフェイスと Vif インターフェイスの 
IP アドレスがいずれもルーティング可能であることを確認してください。

詳細については、付録 A「Cisco IPICS RMS コンポーネントの設定」を参

照してください。

Q. RMS に着信ダイヤル ピアを設定する方法を教えてください。

A. RMS に着信ダイヤル ピアを設定するときには、指定された値を入力する必

要があります。この設定では、フィールドによっては Cisco IOS が他の値も

サポートしますが、一貫性を保つために、付録 A「Cisco IPICS RMS コン

ポーネントの設定」に示す値に設定することをお勧めします。

ロケーション

Q. 一部のチャネルがリモートと指定されているのはなぜですか。

A. チャネルは、そのチャネルにアクセスしているユーザとは異なるマルチキャ

スト ドメインにある場合にリモートと指定されます。この場合、チャネル

は RMS のリソースを使用して Cisco IPICS サーバとの SIP ベースの接続を

作成します。
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Q. REMOTE ロケーションは IDC ロケーションにおいてどのような意味を持つ

のですか。

A. REMOTE ロケーションは IDC ユーザだけが使用できます。IDC ユーザが 
[Location] ドロップダウン リストから [REMOTE] を選択すると、そのユー

ザに割り当てられているチャネルまたは VTG ごとに、SIP ベースのユニキャ

スト接続を介して、適切な RMS との接続が確立されます。ロケーションの

詳細については、「ロケーションの管理」（P.2-41）を参照してください。

Q. ロケーションに 1 つのルータしかなく、チャネルが ALL と定義されている

場合、ユーザはそのチャネルにアクセスできますか。

A. はい。ただし、ルータのロケーションが ALL と定義されている場合、その

ルータがサポートしているユーザまたは VTG は、ALL と設定されていない

チャネルにはアクセスできません。

ALL ロケーションは、マルチキャスト アドレスの範囲または到達可能性を

定義します。そのため、ALL ロケーションは、マルチキャスト アドレスに

関連付けられるチャネルおよび VTG には適用できますが、マルチキャスト 
アドレスに関連付けられない IP 電話および RMS コンポーネントには適用で

きません。ロケーションの詳細については、「ロケーションの管理」

（P.2-41）を参照してください。

リソース

Q. Cisco IPICS には、どれくらいの数のリソース（音声ポート、マルチキャス

ト アドレス）が必要ですか。

A. リソースの使用には、次のガイドラインが適用されます。

• VTG 内のアクティブなチャネルは、それぞれ 1 つの DS0 ペア（ループ

バックとも呼ばれる）を使用します。

• VTG 内のサブ VTG は、それぞれ 1 つの DS0 ペアを使用します。

• 各 SIP 接続は、各ロケーションにおいて、ユーザごとに各チャネルまた

は VTG につき 1 つの DS0 ペアを使用します。

• ローカル チャネルは DS0 ペアを使用しません。

• SIP 接続に使用される G.729 には DSP リソースが必要です。

• ダイヤル接続は、 初のダイヤル ユーザに対して 2 つの DS0 ペア（2 
つのマルチキャスト アドレス用）を使用し、それ以降のダイヤル ユー

ザごとに 1 つの DS0 を使用します。

次のリソースは音声リソースを使用しません。
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• チャネルに関連付けられているユーザ（ユーザが REMOTE ロケーショ

ンからログインする場合に限りリソースが使用される）

• ユーザだけを含む VTG
• ユーザ グループ

• チャネル グループ

Cisco IPICS ポリシー エンジン

Q. テレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）にアクセスする方法を教え

てください。

A. TUI には、プッシュホン電話機からアクセスできます。電話機から TUI に
アクセスするには、次の方法があります。

• ポリシー エンジンをコールする：ops ビューの [Dial Number] フィール

ドに設定されている番号をコールします。関連情報については、第 7 章
「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

• ポリシー エンジンからコールを受信する：コールを受信するのは、別の

ユーザからグループへの参加を要請されたとき、Cisco IPICS ディス

パッチャが [VTG Management] ウィンドウからダイヤルアウトを開始

したとき、ユーザを呼び出す 1 つ以上のアクションを含むポリシーが実

行されたとき、またはプロンプトを録音するときです。

Q. TUI を使用する場合、何らかのガイドラインに従う必要がありますか。

A. TUI を使用する場合には、使用上のガイドラインに留意する必要がありま

す。次のリストに、それらのガイドラインの一例を示します。

• TUI にダイヤルインすると、ユーザ ID と PIN（パスワード）の入力を

要求されます。認証を受けなければ、システムを使用できません。

• 認証が成功すると、グループへの参加、ポリシーの呼び出し、システム 
メニューへのアクセスなど、使用可能なメニュー オプションが通知され

ます。

• 事前に定義されている許容時間内に応答しない場合、メニューがタイム

アウトになります。ほとんどの場合、この時間は 3 秒で、再試行の 大

回数は 3 回です。許容時間を超えると、TUI は「Are you still there?」
と応答し、メニューを繰り返します。再試行の 大回数を超えると、

TUI は、コールが切断されることを通知する警告プロンプトを発信して

からコールを終了します。
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• ダイヤルアウトしてユーザをコールに招待する場合、呼び出されたユー

ザは、コールがグループに接続される前に、任意のキーを押して認証を

受ける必要があります （コールのダイヤルアウト中、システムはまった

く音を発しません）。

• 電話機が TUI に接続されている場合、電話機では転送機能および会議

機能はサポートされません。

• TUI のメイン メニューでは、次の操作を実行できます。

- グループに参加するには、1 を押します。次に、1 を押し、グループ名

を入力して参加する割り当て済みグループを選択するか、2 を押し、割

り当て済みグループのリストを聞いた後、そのリストからグループを選

択します （参加するグループの名前がわかっている場合は、名前を入力

するほうが、使用可能なグループのリストが TUI から通知されるまで

待つより操作が早くできます）。選択内容を確定するには、1 を押しま

す。選択内容を取り消すには、2 を押します。前のメニューに戻るに

は、* を押します。

- 汎用ポリシーを呼び出すには、2 を押します。次に、1 を押し、ポリ

シーの名前を入力してポリシーを選択するか、2 を押し、使用可能なポ

リシーのリストを聞きます （参加するグループの名前がわかっている場

合は、名前を入力するほうが、使用可能なグループのリストが TUI か
ら通知されるまで待つより操作が早くできます）。選択内容を確定する

には、1 を押します。選択内容を取り消すには、2 を押します。前のメ

ニューに戻るには、* を押します。

詳細および TUI に関するガイドラインの完全なリストについては、「TUI 使
用上のガイドライン」（P.6-31）を参照してください。

Q. 内部ユーザが Cisco IPICS ダイヤル エンジンのテレフォニー ユーザ イン

ターフェイス（TUI）にダイヤルすることはできますか。

A. はい。ネットワークに SIP プロバイダーが設定されている場合、内部ユーザ

はダイヤル エンジンの TUI にダイヤルできます。

Cisco IPICS ポリシー エンジンでは、ダイヤルイン、ダイヤルアウト、また

は IDC ダイヤル直通機能を使用するために、ネットワークに SIP プロバイ

ダーが設定されている必要があります。SIP プロバイダーは、ポリシー エン

ジンとの間のコールを処理します。

「SIP の設定」（P.8-35）の説明に従って、

Cisco Unified Communications Manager、またはサポートされているバー

ジョンの Cisco IOS を搭載している Cisco ルータを SIP プロバイダーとして

使用し、必要な設定情報を入力する必要があります。
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Cisco IPICS でサポートされている、互換性のあるハードウェアおよびソフ

トウェアのバージョンについては、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を

参照してください。

SIP プロバイダーが Cisco Unified Communications Manager である場合は、

SIP トランクのルート パターンを設定する必要があります。

SIP プロバイダーがサポートされている Cisco IOS ゲートウェイである場合

は、コールを Cisco IPICS にルーティングするダイヤル ピアを設定する必要

があります。

（注） ダイヤルイン アクセスを可能にするために使用するダイヤル番号（DN）

は、ops ビュー（通常は、System ops ビュー）に割り当てる必要があり

ます。詳細については、「ops ビューのタスクの実行」（P.7-17）を参照

してください。

Q. ダイヤル エンジンは、どのコーデックをサポートしていますか。

A. ダイヤル エンジンがサポートしているコーデックは G.711 u-law だけです。

詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」を

参照してください。

Q. ポリシーで使用されるアクションとは何ですか。

A. アクションとは、ポリシーの実行時にポリシーが実行するアクティビティで

す。ポリシーで使用できるアクションは、ポリシーのタイプによって異なり

ます。アクションには、次のリストに示すアクティビティが含まれます。

• Invite to VTG（VTG への招待）：このアクションは招待ポリシー タイ

プであり、TUI プロンプトに応答することで、指定されたユーザを呼び

出し、VTG への参加を要請します。このアクションは、既存の VTG か
らブレークアウトするときに、TUI だけでアクティブにできます。

• Activate VTG（VTG のアクティブ化）：このアクションは多目的ポリ

シー タイプであり、指定された設定済み VTG をアクティブにします。

• Notification（通知）：このアクションは多目的ポリシー タイプであり、

指定された通知指示に従って、指定された受信者に連絡します。

• VTG Add Participants（VTG 参加者追加）：このアクションは多目的ポ

リシー タイプであり、指定された参加者を指定された VTG に追加しま

す。
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• Dial Out（ダイヤルアウト）：このアクションは多目的ポリシー タイプ

であり、指定されたユーザをそのユーザに設定されているダイヤル プリ

ファレンスに従って呼び出し、指定された VTG への参加を要請します。

ポリシー アクションの詳細については、「ポリシーのアクションの管理」

（P.6-8）を参照してください。

Q. Cisco IPICS のポリシー通知機能では、どのようなタイプの通知アクション

を使用できますか。

A. Cisco IPICS のポリシー通知機能には、次の通知アクション タイプが含まれ

ます。

• 電子メール通知：このタイプの通知では、受信者として指定した各ユー

ザの通信プリファレンスに設定されている電子メール アドレス、ショー

ト メッセージ サービス（SMS）アドレス、およびポケットベル アドレ

スに、入力したメッセージを送信できます。

• IP Phone 通知：このタイプの通知では、サポートされている 
Cisco Unified IP Phone 上に、指定したメッセージを表示できます。

• ダイヤル通知：このタイプの通知では、指定したユーザを呼び出して選

択したプロンプトを再生したり、指定したユーザの 
Cisco Unified IP Phone にメッセージを送信して電話機のスピーカで自

動再生したりできます。

• トーク グループ通知：このタイプの通知では、選択したプロンプトを 
VTG 内のすべてのユーザに対して再生できます。

Q. 新しいポリシー通知アクションを設定する場合、どのようなタイプのメッ

セージを送信できますか。

A. ポリシー通知アクションには、次のメッセージ オプションが用意されてい

ます。

• Email：この通知オプションを選択すると、受信者として指定した各

ユーザの通信プリファレンスに設定されている電子メール アドレス、

SMS アドレス、およびポケットベル アドレスに、入力したメッセージ

が送信されます。

• IP Phone Text：この通知オプションを選択すると、サポートされている 
Cisco Unified IP Phone モデル上に、指定したメッセージが表示されま

す。各電話機の電話番号は、関連付けられているユーザのダイヤル プリ

ファレンスとして設定されている必要があります。

• Dial：ポリシー エンジンによって、次のようにダイヤル通知アクション

が実行されます。
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- [SIP Configuration] メニューで 
Cisco Unified Communications Manager Configuration for IP Phone 
Notifications のパラメータが設定されている場合、指定した各ユーザが 
Cisco Unified Communications Manager の設定で 
Cisco Unified IP Phone に関連付けられているかどうかが確認されます。

ユーザが電話機に関連付けられている場合、指定したメッセージがその

電話機のスピーカで再生されます。

- Cisco Unified Communications Manager Configuration for IP Phone 
Notifications のパラメータが設定されているが、ユーザに 
Cisco Unified IP Phone が関連付けられていない場合、またはユーザの

電話機が話中の場合、ユーザの通信プリファレンスに指定されていると

おりにユーザが呼び出され、指定したメッセージが再生されます。

- Cisco Unified Communications Manager Configuration for IP Phone 
Notifications のパラメータが設定されていない場合、ユーザのダイヤル 
プリファレンスに指定されているとおりにユーザが呼び出され、指定し

たメッセージが再生されます。

• Talk Group：この通知オプションを選択すると、選択したプロンプトが

選択した VTG 内のすべての参加者に対して再生されます。

• Dial Engine Script：この通知オプションを選択すると、指定した受信者

ごとに 1 回、指定したダイヤル エンジン スクリプトが実行されます。

通知アクションの詳細については、第 6 章「Cisco IPICS ポリシー エンジン

の使い方」を参照してください。

Q. 電子メール、SMS、またはポケットベルという形式の通知アクション、お

よび多数のユーザへのダイヤル通知の場合、通知イベントはどのような順序

で発生しますか。

A. ダイヤル エンジンは、スケーラブルなマルチスレッド ダイヤル プール実装

を使用してユーザへのダイヤルアウトを実行します。現在実行されているポ

リシー通知 /招待アクションによって、使用可能なダイヤル プール内のポー

トが使用されます。使用可能なダイヤル ポート数が必要数よりも少ない場

合は、十分な数のポートが使用可能になるまで他のポリシー アクションは

待機状態になります。

コールの受信者が認証されると、コールは成功したとみなされます。認証さ

れない場合、システムは、コールが成功するか、すべての番号を試行するま

で、ユーザ プロファイルでユーザの [Communications Preferences] タブに
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指定されている次のダイヤル プリファレンスに移動します。詳細について

は、「ダイヤルイン /招待、および通知用のダイヤル ポートの割り当て」

（P.7-29）を参照してください。

Q. ディスパッチャは、VTG の参加者に通知を送信するときに特定の通知情報

を入力できますか。

A. はい。Cisco IPICS には、ディスパッチャが [VTG Management] > [Virtual 
Talk Groups] ウィンドウから VTG の参加者に通知を送信するときに件名と

本文を入力できる機能があります。詳細については、「参加者への通知とダ

イヤル アウト、およびアクティブ VTG の IDC 属性の設定」（P.5-28）を参

照してください。

Q. Cisco IPICS にユーザとして設定されていない受信者に通知アクションを送

信できますか。

A. はい。Cisco IPICS ポリシー エンジンには、外部通知アクションが用意され

ています。このアクションでは、Cisco IPICS ユーザとして設定されていな

い受信者を指定して、その受信者に通知アクションを送信し、指定した情報

を提供できます。

外部通知機能は、Cisco IPICS Administration Console では設定できません。

1 つ以上の専用のダイヤル エンジンを設定し、受信者のリストを指定して、

受信者に対して再生するメッセージ ファイルを指定する必要があります。

Cisco IPICS サーバをプライマリ ダイヤル エンジンとして設定するには、そ

のサーバ上の .xml 設定ファイルを開き、プライマリ ダイヤル エンジンを含

む個々の専用ダイヤル エンジンについて、dialEngine サブ要素のアトリ

ビュートを設定します。

受信者リストは、外部通知メッセージを受信する必要のある各ユーザのリス

トが含まれる .xml ファイルです。

（注） これらの受信者に連絡する外部通知を呼び出すためには、受信者リスト

が存在するサーバの URL がわかっている必要があります。

メッセージ ファイルは、パルス符号変調（PCM）形式または CCITT u-Law 
形式の .wav ファイルで、受信者に対して再生する録音メッセージが含まれ

ています。メッセージの長さは 90 秒を超えないようにすることをお勧めし

ます。
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（注） このメッセージを再生する外部通知を呼び出すためには、メッセージ 
ファイルが存在するサーバの URL がわかっている必要があります。

外部通知アクションは、次の処理を実行します。

• Cisco IPICS が指定されたファイルから取得した電話番号で同時に複数

の外部ユーザを呼び出す。

受信者リストを指定するには、連絡するすべてのユーザの電話番号が含

まれる .xml ファイルを作成します。

• コールに応答した各ユーザに対して、指定したメッセージを再生する。

メッセージ ファイルを指定するには、受信者に対して再生するメッセー

ジが含まれる .wav ファイルを作成します。

外部通知を呼び出すには、適切な専用ダイヤル サーバに HTTP 要求ま

たは Common Alerting Protocol（CAP）.xml ファイルを送信します。

• 各コールの結果をログ ファイルに取り込み、内容を随時確認する。

詳細については、付録 B「Cisco IPICS を使用した外部通知」を参照し

てください。

Q. Cisco IPICS がユーザにダイヤルアウトする場合、ディスパッチャは未到達

の番号に関する通知を受けることができますか。また、VTG 内のすべての

参加者に到達するまでに要する時間を見積もる方法はありますか。

A. [Policy Execution Status] > [Executed/Executing Policy] ウィンドウに、ダ

イヤルした番号が表示され、どの番号に到達し、どの番号が進行中であるか

も示されます。

使用可能な各ポートで、ユーザが数字 ID と PIN を入力して認証を受ける必

要があります。それによって、通知メッセージが送信されます。エラー

（誤った数字 ID または PIN の入力や、ユーザに到達しなかったことによる

タイムアウトなど）が発生すると、ダイヤルアウト通知の完了に要する時間

が長くなります。ダイヤルアウト通知の合計時間は、これらの要因によって

変わります。詳細については、「実行中または実行完了したポリシーに関す

る情報の表示」（P.6-25）を参照してください。

Q. Cisco IPICS では、実行中のポリシーと実行済みのポリシーの履歴をエクス

ポートおよび追跡できますか。
E-15
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



 

付録 E      FAQ
    
A. はい。Cisco IPICS には、実行中のポリシーと実行済みのポリシーの履歴を

ダウンロード可能な Microsoft Excel 形式にエクスポートする機能がありま

す。実行ステータスの履歴をダウンロードするには、[Policy Management] 
> [Execution Status] ウィンドウに移動し、[Download Execution Status] ボ
タンをクリックします。ダウンロードしたファイルを開くこともできれば、

任意の場所に保存してから Microsoft Excel で開くことも可能です。詳細に

ついては、「実行中または実行完了したポリシーに関する情報の表示」

（P.6-25）を参照してください。

Q. 以前のバージョンの Cisco Unified Communications Manager を実行し、ネ

イティブ SIP トランクをサポートしない、既存のネットワークにダイヤル 
エンジンを統合する方法を教えてください。

A. このような統合を行うには、

Cisco Unified Communications Manager Express を実行する Cisco IOS 
ルータを SIP プロバイダーとして使用し、

Cisco Unified Communications Manager と SIP プロバイダーの間に H.323 
クラスタ間トランク（ICT）を設定します。詳細については、第 8 章

「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管理」および『Solution Reference 
Network Design (SRND)』（ 新バージョン）を参照してください。

Q. IP Phone テキスト通知アクションまたはダイヤル通知アクションを使用す

るポリシーを実行して Cisco Unified IP Phone にメッセージを送信する場

合、何か特別な SIP 設定は必要ですか。

A. はい。[Dial Engine] > [SIP Configuration] ウィンドウで 
Cisco Unified Communications Manager の設定情報を入力する必要があり

ます。詳細については、第 8 章「Cisco IPICS ポリシー エンジンの設定と管

理」を参照してください。

Push-to-Talk チャネル

Q. Push-to-Talk（PTT）チャネルとは何ですか。

A. PTT チャネル（「チャネル」とも呼ばれる）は、ユーザが相互に通信できる

通信パスです Cisco IPICS では、チャネルによって、チャネルの特定のコン

テンツ ストリームがそのコンテンツの送信元に関係なく定義および記述さ

れます。

PTT チャネルは、IDC および Cisco Unified IP Phone に表示されます。IDC 
の詳細については、リリース 4.0 の『IPICS Dispatch Console User Guide』
を参照してください。
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（注） Cisco IPICS では、チャネルが無線制御インターフェイス（無線または

無線チャネル）を指すこともあります。これにはオーディオ ストリーム

も含まれます。

Q. Cisco IPICS では、1 つのチャネルを複数のロケーションに割り当てること

ができますか。

A. はい。チャネルは、ロケーション内のマルチキャスト アドレスおよびポー

トにマッピングされることにより、メディア接続を実現します。複数のロ

ケーションに割り当てられたチャネルは、複数のメディア接続を持つことが

できます。[Serviceability] > [Dashboard] ウィンドウに表示されるメディア

接続数は、メディア接続の総数を表します。詳細については、「ダッシュ

ボード ウィンドウでの情報の表示」（P.12-2）を参照してください。

Q. チャネルに使用されるマルチキャスト IP アドレスを選択する場合、何らか

のガイドラインに従う必要がありますか。

A. はい。マルチキャスト IP アドレスは、239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の範

囲で設定することを強くお勧めします。詳細については、「Cisco IPICS で 
IP マルチキャスト アドレスを使用する場合のガイドライン」（P.2-54）を参

照してください。

（注） 同じロケーションにある 2 つのチャネルに同じマルチキャスト アドレス

を割り当てることはできません。詳細については、「ロケーションの管

理」（P.2-41）を参照してください。

無線通信

Q. トーン制御とは何ですか。

A. トーン制御（Tone Remote Control（TRC; トーン リモート制御）とも呼ばれ

る）とは、インバンド トーン シーケンスを使用して LMR ゲートウェイに

接続されている無線（通常はベース ステーション）を制御することを意味

します。Cisco IPICS では、トーン制御を使用して、チャネルの無線周波数

（RF）の変更またはチューニング、伝送電力レベルの変更、無線の組み込み

暗号化の有効化または無効化など、さまざまな機能を実行できます。TRC 
は、明確に定義されたオーディオ サウンド（トーンとも呼ばれる）を使用
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して、デバイスの動作を変更します。トーン キーイング無線システムでは、

着信アナログ（E リード）ポートに特定のトーンが存在する必要がありま

す。このトーンが存在しない場合、無線は音声を伝送しません。

詳細については、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」を参照してく

ださい。

Q. トーン シーケンスとは何ですか。

A. Cisco IPICS Administration Console で設定する無線チャネルは、それぞれ

が 1 つ以上のトーン シーケンスで設定できる物理無線を表します。トーン 
シーケンスは、無線のさまざまなトーンおよび機能を制御します。各トーン 
シーケンスには、特定のトーンを生成して無線で特定のアクションを呼び出

すために必要な周波数、音量（電力）、持続期間、およびその他のパラメー

タが含まれます。

詳細については、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」を参照してく

ださい。

Q. トーン制御無線は、Cisco IPICS でどのように使用できますか。

A. Cisco IPICS は、Cisco IPICS サーバの設定で無線チャネルの定義を有効に

することにより、トーン制御無線をサポートします。IDC は、RFC 2198 お
よび RFC 2833 のパケットを送信して、チャネルごとにトーン シーケンス

を制御します。これらのパケットは、LMR ゲートウェイで、物理無線への

設定済み受信と伝送（E&M）インターフェイスを介して可聴トーンに変換

され、無線のトーン制御を提供します。

詳細については、第 9 章「無線と無線ディスクリプタの管理」を参照してく

ださい。

Q. トーン制御無線のステートフルな制御シーケンスおよび一時的な制御シーケ

ンスとは何ですか。

A. Cisco IPICS では、トーン制御無線で次の制御を行うことができます。

• ステートフルな制御：制御機能を個々のチャネル セレクタ ボタンまたは

ステートフルな制御シーケンスとして IDC に表示できます。ステートフ

ルな制御シーケンスは複数の状態で構成され、各状態は別個のチャネル 
セレクタ（トーン制御）ボタンとして IDC に表示されます。ステートフ

ルな制御シーケンスの例として、無線の電力レベルがあります。
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• 一時的な制御：関連付けられているボタンを IDC ユーザが押すと、一

時的なトーンの再生が開始されます。ユーザが一時的な制御ボタンを押

すと、そのボタンは一瞬だけ押された状態で表示された後、元の状態に

戻ります。

Q. ディスクリプタ ファイルとは何ですか。また、ディスクリプタ ファイルは 
Cisco IPICS でどのように使用されますか。

A. Cisco IPICS には、次の 2 種類のディスクリプタ ファイルがあります。

• 無線ディスクリプタ ファイル：無線ディスクリプタは、無線の機能を制

御するために使用されるコマンドが含まれる .xml ファイルです。この

ファイルには、無線の周波数を変更するために使用されるチャネル セレ

クタ、および無線のステートフルな制御と一時的な制御を可能にする制

御機能が含まれています。

• トーン ディスクリプタ ファイル：トーン ディスクリプタは、コマンド、

および 1 つ以上の Cisco IPICS チャネルに関連付けることができる無線信

号が定義された .xml ファイルです。コマンドはどの無線ディスクリプタ

からも参照でき、信号はどのチャネルにも関連付けることができます。

詳細については、「無線ディスクリプタの管理」（P.9-31）を参照してください。

VTG

Q. VTG とは何ですか。

A. VTG（仮想トーク グループ）を使用すると、さまざまなチャネル上の複数

の参加者が 1 つのマルチキャスト アドレスを使用して通信できます。VTG 
の参加者には、ユーザ、ユーザ グループ、チャネル（PTT および無線）、

チャネル グループ、および他の VTG が含まれます。アクティブ VTG とは、

すべての参加者が相互にライブ接続を持つ VTG をいいます。VTG の詳細に

ついては、第 5 章「Cisco IPICS ディスパッチャのタスク」を参照してくだ

さい。

Q. 複数のディスパッチャが同時に Cisco IPICS にログインすることはできます

か。

A. はい。Cisco IPICS では、複数のディスパッチャがシステムに同時にログイ

ンできます。このシナリオでは、あるディスパッチャによって VTG にコ

ミットされたユーザ、チャネル、またはグループが別のディスパッチャから

要求される可能性があるため、ディスパッチャ間の調整が必要になります。

Cisco IPICS の ops ビュー機能では、ビューのセグメント化によって、この
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シナリオをサポートするメカニズムが提供されます。ops ビューでは、ディ

スパッチャが表示して制御できる VTG 参加者は、そのディスパッチャが属

する特定の ops ビューに割り当てられている VTG 参加者だけです。

Q. 非アクティブ VTG とアクティブ VTG の違いは何ですか。

A. 非アクティブ VTG では、ネットワーク リソースをコミットすることも、進

行中の VTG（アクティブ VTG）に影響を与えることもなく、メンバー

（ユーザ、チャネル、および VTG）のさまざまな構成を作成できます。ディ

スパッチャは、非アクティブ VTG をいつでもアクティブにできます。VTG 
をアクティブにすることで、VTG の参加者が集められ、ライブ会議が開催

されます。

非アクティブ VTG を変更した場合、その VTG をアクティブにするまで、

システム リソースと参加者間の通信のいずれにも変更は適用されません。

アクティブ VTG に変更を加えた場合、その VTG の元のアトリビュート

（非アクティブ VTG）は変更されません。

VTG に関する情報を表示するには、[VTG Management] > [Virtual Talk 
Groups] ウィンドウに表示される VTG 名をクリックします。VTG に関する

情報が別のウィンドウに表示されます。

非アクティブ VTG およびアクティブ VTG の詳細については、第 5 章
「Cisco IPICS ディスパッチャのタスク」を参照してください。

ops ビュー

Q. ops ビューとは何ですか。

A. ops ビュー（操作ビュー）を使用すると、権限を与えられた Cisco IPICS 
ユーザが Cisco IPICS Administration Console で表示できるリソースをセグ

メント化できます。ops ビューによって、機関、会社、部署、管区、地方自

治体、サイトなど、さまざまなエンティティを互いに分離された個別の

ビューに編成またはセグメント化できます。

（注） ops ビューは、IDC や Cisco Unified IP Phone でのチャネルおよび VTG 
の表示方法に影響しません。

Q. ops ビューの Belongs To アトリビュートと Accessible To アトリビュートの

違いは何ですか。
E-20
Cisco IPICS サーバ アドミニストレーション ガイド

OL-21727-01-J



 

付録 E      FAQ
A. Belongs To アトリビュートでは、リソースが属する ops ビュー（ops ビュー

が所有するリソース）が決まります。システム管理者は、新しい ops ビュー

を作成した後で、その ops ビューにチャネルやユーザなどのリソースを関連

付けることができます。オペレータは、その ops ビューに属する、特定の 
ops ビュー内で表示可能な ops ビュー リソースを管理できる、別のオペレー

タ ユーザ ID を作成します。

Accessible To アトリビュートは、ops ビューがそのリソースにアクセスでき

る（そのリソースを表示できる）ことを指定します。ユーザは、自分が属す

る ops ビューがアクセス可能なリソースだけにアクセスできます。ops 
ビューの詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」

を参照してください。

Q. SYSTEM ops ビューとは何ですか。

A. SYSTEM ops ビューとは、Cisco IPICS サーバがデフォルトで表示する ops 
ビューを意味します。SYSTEM ops ビューは、Cisco IPICS 管理者が属する

ホーム ベース、つまりシステム全体のビューです。新しい ops ビューを作

成すると、ポートが SYSTEM ops ビューから新しい ops ビューおよびそれ

以降に作成する追加の ops ビューに再割り当てされます。

Q. どの Cisco IPICS ロールが新しい ops ビューを作成できますか。

A. サーバに新しい ops ビューを作成できるのはシステム管理者だけです。作成

できる ops ビューの数は、Cisco IPICS のライセンスが提供する ops ビュー 
ポートの数によって異なります。システム内の ops ビュー ポートの数を表示

するには、Administration Console で [Administration] > [License 
Management] ウィンドウにアクセスします。ops ビュー ポートの詳細につい

ては、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」を参照してください。

新しい ops ビューを作成したら、その ops ビューにチャネルなどのリソース

を関連付けることができます。オペレータは、その ops ビューに属する、特

定の ops ビュー内で表示可能な ops ビュー リソースを管理できるオペレータ 
ユーザを作成します。

リソースが、あるユーザの ops ビューに属する別のリソースを含むか、その

ようなリソースに関連付けられている場合、そのユーザは関連付けられたリ

ソースを削除できますが、それ以外の変更を加えることはできません。ops 
ビューの詳細については、第 7 章「Cisco IPICS 操作ビューの設定と管理」

を参照してください。
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サービサビリティ

Q. Cisco IPICS でサービサビリティ情報および診断情報を表示する方法を教え

てください。

A. Cisco IPICS でシステムのサービサビリティ情報および診断情報をリアルタ

イムで表示するには、[Serviceability] トレイに移動し、次の各ウィンドウに

移動します。

• Dashboard：このウィンドウには、Cisco IPICS のシステム情報および

リソース情報が表示されます。詳細については、「ダッシュボード ウィ

ンドウでの情報の表示」（P.12-2）を参照してください。

• Diagnostics：このウィンドウには、Cisco IPICS サーバおよびサーバと

対話する Cisco IPICS システム コンポーネントの概要が表示されます。

このウィンドウでは、診断スクリプトを実行したり、その結果や追加の

診断情報をダウンロードしたりすることもできます。詳細については、

「Cisco IPICS サーバ診断情報の表示」（P.12-8）を参照してください。

• System Logs：このウィンドウには、Cisco IPICS のロギング情報が表

示されます。この情報は、システムのトラブルシューティングやデバッ

グに役立ちます。詳細については、「Cisco IPICS システム ログの表示」

（P.12-14）を参照してください。

Cisco Unified IP Phone

Q. Cisco Unified IP Phone のタイムアウト時間を指定して、放置されたまま一

定時間が経過すると電話機がタイムアウトするように設定できますか。

A. はい。[Administration] > [Options] ウィンドウで [Cisco Unified IP Phone 
Timeout Period] の設定値を変更することにより、放置されたまま設定した

時間が経過すると、IP Phone がタイムアウトしてユーザに再度ログインす

るよう要求するかどうかを指定できます。Cisco IPICS のオプションの詳細

については、「Cisco IPICS オプションの管理」（P.2-108）を参照してくださ

い。

Q. ユーザがより速く Cisco IPICS サービスにアクセスできるように、IP Phone 
ユーザのログインをバイパスすることはできますか。

A. はい。ログインを要求しなくてもよいユーザがいる場合は、

Cisco Unified Communications Manager で、そのような IP Phone ユーザに

ついて個別にログインをバイパスする別個のサービスを設定できます。
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Cisco Unified IP Phone でユーザのログイン クレデンシャルを要求しないよ

うに Cisco IPICS サービスを設定すると、割り当てられているチャネルまた

は VTG が 1 つしかない場合、Cisco IPICS サービスは自動的にそのチャネ

ルまたは VTG をアクティブにします。

ユーザのログインをバイパスするように Cisco IPICS サービスを設定し、複

数のチャネルまたは VTG が割り当てられている場合、それらのチャネルお

よび VTG のリストが IP Phone に表示されます。

詳細については、付録 C「Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS 
Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用」を参照してください。

Q. ユーザがチャネルまたは VTG に接続されているときのメイン画面に 
[Logout] ソフトキーが表示されるように IP Phone を設定する方法はありま

すか。

A. はい。一部の IP Phone モデルでは、Cisco IPICS サービスの URL 設定に特

別なパラメータを追加することにより、IP Phone ユーザがチャネルまたは 
VTG に接続されているときに [Logout] ソフトキーを表示できます。

この設定では、ユーザがチャネルまたは VTG を終了した後、[Logout] ソフ

トキーにアクセスするために [Back] ソフトキーを押す必要がないように、

[Logout] ソフトキーを表示できます。

（注） このパラメータを設定した場合、電話機のモデルによっては、[More] ソ
フトキーを押さなければ [Logout] ソフトキーが表示されないことがあり

ます。

詳細については、付録 C「Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS 
Push-to-Talk デバイスとしての設定および使用」を参照してください。

Q. 電話機ユーザが Cisco IPICS サービスにログインしている間に IP Phone 側
で Cisco IPICS サーバとの接続が解除されても、IP Phone は機能し続けま

すか。

A. 電話機ユーザが Cisco IPICS サービスにログインしている間に、電話機側で 
Cisco IPICS サーバとの接続が解除されても、サービスは現在の状態を保ち、

ユーザは現在選択されているチャネルまたは VTG の PTT 機能を引き続き使

用できます。ただし、サーバとの接続が再度確立されるまで、電話機は他の

チャネルまたは VTG には接続できません。
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Q. Cisco Unified IP Phone で Cisco IPICS サービスを使用する場合、何らかの

ガイドラインに従う必要はありますか。

A. Cisco Unified IP Phone で Cisco IPICS サービスを使用する場合には、使用

上のガイドラインに留意する必要があります。次のリストに、それらのガイ

ドラインの一例を示します。

• Cisco Unified IP Phone で Cisco IPICS サービスの使用に関するヘルプ

を表示するには、[Help] ソフトキーを押します。

Cisco IPICS のオペレータは、Cisco IPICS サービスへのログインに使用され

る数字 ID と数字パスワード（PIN）を設定するか、そのようなログイン ク
レデンシャルが不要となるようにシステムを設定します。詳細については、

「ユーザのダイヤル ログイン情報の管理」（P.3-13）を参照してください。

• メニューに表示されるチャネルおよび VTG は、Cisco IPICS サービス

が開始された時点でユーザが使用できるものです。 新のチャネル リス

トを表示するには、[Update] ソフトキーを押します。Cisco IPICS サー

バは、チャネルまたは VTG の情報を電話機に自動的にダウンロードし

ません。

• Cisco IPICS から Cisco Unified IP Phone に返されるチャネルには、

ユーザの [Dial Login] タブの [Default Location] フィールドでマルチ

キャスト接続が定義されている必要があります。

詳細および使用上のガイドラインの完全なリストについては、付録 C
「Cisco Unified IP Phone の Cisco IPICS Push-to-Talk デバイスとしての設定

および使用」を参照してください。
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G L O S S A R Y
A

Administration 
Console 

Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのグラフィカル ユーザ インターフェイス
（GUI）。権限を与えられた Cisco IPICS ユーザは、Cisco IPICS のリソース、イ
ベント、および VTG をこのインターフェイスを使用して管理および設定でき
ます。

All Talk ボタン 選択したすべてのチャネルで同時に発言できるようにします。

C

CAI 共通無線インターフェイス（Common Air Interface）の略。P25 準拠の無線シ
ステムおよび装置に採用されている、デジタル無線通信メディアのための標
準。P25 Phase I の標準規格では、周波数分割多重アクセス（FDMA）テクノロ
ジーについて規定されています。

CAS 個別線信号方式（Channel Associated Signaling）の略。音声チャネル内でシグ
ナリング情報を伝送すること。CAS シグナリングは、ユーザの帯域幅がネット
ワークによって他の目的のために失われるため、損失ビット シグナリングとも
呼ばれます。

channel select 
チェックボックス

IDC 上の指定したチャネルを、オーディオ伝送用に選択または選択解除する機
能を提供します。

Cisco IPICS Cisco IP Interoperability and Collaboration System の略。Cisco IPICS システム
は、音声チャネル、トーク グループ、および VTG を相互接続して個々のシス
テム間の通信をブリッジすることにより、音声の相互運用のための IP 標準ベー
スのソリューションを提供します。
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Cisco IPICS サーバ Cisco IPICS システムの基幹機能を提供します。サポートされるプラット
フォームおよびオペレーティング システムについては、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6718/products_device_support_tables
_list.html で、IPICS の互換性マトリクスを参照してください。

Cisco IPICS ポリ

シー エンジン

このコンポーネントは Cisco IPICS サーバに統合されており、テレフォニー ダ
イヤル機能を使用可能にし、ポリシーおよびユーザ通知の管理と実行を担当し
ます。

Cisco Security 
Agent 

既知および未知のセキュリティ脅威を識別、阻止、および排除して、サーバお
よびデスクトップ コンピュータ システム（エンドポイント）を脅威から保護し
ます。

Cisco Unified 
Communications 
Manager

シスコの IP テレフォニー ソリューションのソフトウェア ベース コール処理コ
ンポーネント。Cisco Unified Communications Manager は、企業の電話機能を
拡張して、Cisco Unified IP Phone、メディア処理装置、VoIP ゲートウェイ、
およびマルチメディア アプリケーションなどのパケット テレフォニー ネット
ワーク デバイスとして利用できるようにします。

Cisco Unified 
Communications 
Manager Express

Cisco ルータによって強化される集中型の音声およびデータ ソリューションの
一部として、Cisco Unified IP Phone のコール処理を行います。Cisco IOS ソフ
トウェア内で使用可能なキー システムとプライベート ブランチ交換（PBX）
の機能を提供します。

Cisco Unified 
IP Phone

IP ネットワーク上で音声通信を利用するための機能をすべて備えた電話機。
ユーザは、Cisco Unified IP Phone を PTT デバイスとして使用することで、
PTT チャネルまたは VTG に参加できます。

CLI コマンドライン インターフェイス（Command-Line Interface）の略。コマンド
やオプション引数を入力して、オペレーティング システムを対話式で利用する
ためのインターフェイス。

COR 搬送波作動リレー（Carrier Operated Relay）の略。無線がトラフィックを受信
しているときのシグナリングに使用される電気信号。
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D

DS0 デジタル サービス 0（Digital Service zero）の略。DS1（T1 とも呼ばれる）デ
ジタル インターフェイス上の 1 つのタイムスロット、つまり 64 Kbps の同期全
二重データ チャネルです。通常は、PBX 上の 1 つの音声接続に使用されます。

DTMF Dual Tone Multi-Frequency の略。電話キーパッドのキーを押したときに生成
される、電話会社への信号。DTMF では、電話機で押す各キー（0 ～ 9、*、お
よび #）により、特定の周波数を持つ 2 つのトーンが生成されます。1 つの
トーンはトーンの高周波数グループから生成され、もう 1 つのトーンは低周波
数グループから生成されます。音声ゲートウェイは、多くの場合、これらのイ
ンバンド トーンをストリッピングし、SIP、H.323、または他のメッセージで
アウトオブバンドによって提供します。

E

E リード E&M インターフェイスの耳（受信）部分。E リードは、LMR ゲートウェイの
受信パスです。

E&M 受信と伝送（recEive and transMit）の略。耳と口（Ear and Mouth）の略でも
あります。E&M インターフェイスは、無線と LMR ゲートウェイの間のアナ
ログ インターフェイスとして、無線チャネルからの音声信号を提供します。こ
のチャネルは IP マルチキャストまたはユニキャストにマッピングされます。
E&M インターフェイスは、アナログ トランキングの も一般的な形態です。

1. 2 方向のスイッチ間接続、またはスイッチからネットワークへの接続などに
使用されるトランキング構成。シスコのアナログ E&M インターフェイスは、
PBX トランク回線（タイ ライン）に接続するための RJ-48 コネクタです。
E&M は E1 および T1 デジタル インターフェイスでも使用できます。

2. テレコミュニケーション産業で従来から使用されているシグナリング方式。
電話機の耳（受信）と口（送信）コンポーネントである受話器を使用すること
を指します。
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FDM 周波数分割多重（Frequency-Division Multiplexing）の略。複数のチャネルが
送信する情報に対して、単一回線上の帯域幅を周波数に基づいて割り振ること
ができる技術。

FDMA 周波数分割多重接続（Frequency-Division Multiple Access）の略。個々の会話
が、それぞれ異なる周波数に割り振られるチャネル アクセス方式。非常に狭い
帯域幅の中で、ライセンスを付与された複数のチャネルを運用する場合に利用
されます。

FLEXlm 特定のシステムにライセンスを適用するためのシスコ製ソフトウェア。
FLEXlm を導入すると、Cisco IPICS ソフトウェアはライセンスのある対応
ハードウェア上でだけ動作するようになります。

G

GRE 総称ルーティング カプセル化（Generic Routing Encapsulation）の略。遠隔地
点にある Cisco ルータへの仮想的なポイントツーポイント リンクを IP イン
ターネットワーク上に作成し、IP トンネルの内部で各種のプロトコル パケット
をカプセル化できるトンネリング プロトコル。GRE を使用する IP トンネリン
グでは、単一プロトコルのバックボーン環境にマルチプロトコルのサブネット
ワークを接続し、単一プロトコルのバックボーン環境を越えたネットワーク拡
張を実現できます。通常、GRE が使用されるのはマルチキャスト トラフィッ
クをルータ間でルーティングする場合です。

H

H.323 標準化された通信プロトコルを使用して異種通信デバイスが互いに通信するた
めの、一連の共通コーデック、コールのセットアップとネゴシエーション手
順、および基本的なデータ伝送方式を定義しています。
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HLGT 高レベル ガード トーン（High Level Guard Tone）の略。覚醒トーンとも呼ば
れます。このトーンは大音量に設定され、通常は、プリアンブルの 初のトー
ンとなります。このトーンは、その後に別のトーン（通常は、機能トーン）が
続くことを無線に通知するために使用されます。「ガード トーン」を参照して
ください。

Hoot & Holler
（Hootie）

近の発言者（複数可）が 1 つのマルチキャスト出力ストリームに混合される
通信システム。「Hootie」とも呼ばれるこれらのネットワークは、「常時オン」
のマルチユーザ会議を提供するので、ユーザはダイヤルして会議に参加する必
要がありません。

Cisco Hoot & Holler 機能は、Cisco IOS の特定のバージョンで使用できます。

I

IDC ID Cisco IPICS サーバが各 IDC に対して生成する一意の ID。IDC と Cisco IPICS 
サーバ間で交換される要求を記録し、ライセンス管理のために IDC の同時利用

を検証および管理する目的で使用されます。

Incident Dispatch 
Console（IDC）

さまざまな通信デバイスを使用するユーザがイベントに参加できるように PTT 
機能を提供する、スタンドアロンの PC ベース ソフトウェア アプリケーション
です。

informix linux グ
ループ

このグループのメンバーは、Informix データベース アプリケーションに関連す
る Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限
を保持します。このメンバーには informix ユーザと ipicsdba ユーザが含まれま
す。
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informix ユーザ ID informix linux グループと ipics linux グループの両方に属する Cisco IPICS 
Linux ユーザ。informix linux グループのユーザは、Cisco IPICS データベース 
サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し、ipics 
linux グループのユーザは、Cisco IPICS アプリケーション関連のフォルダ、
ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持します。また、このユーザ
は、Informix データベース インスタンスへのフル管理権限も保持します。
Cisco IPICS は、ソフトウェアのインストール中に、この Linux システム ユー
ザ ID を作成し、パスワードを生成します。このユーザ ID のパスワードが期限
切れになることはありません。

informix ユーザにアクセスするには、ルート ユーザ ID を使用して 
Cisco IPICS サーバにログインし、su - informix と入力します（ルートから
スーパーユーザになります）。

ipics linux グループ このグループのメンバーは、Cisco IPICS アプリケーションとデータベースの
バックアップおよび復元操作に関連する Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファ
イル、およびスクリプトへのフル権限を保持します。このメンバーには 
ipicsadmin、ipicsdba、および informix ユーザが含まれます。

ipics ユーザ ID Cisco IPICS Administration Console から管理関連のタスクをすべて実行できる 
Cisco IPICS アプリケーションレベルのユーザ ID。Cisco IPICS は、ソフト
ウェアのインストール中に、この Web ベースのユーザ ID を作成します。

ipicsadmin ユーザ 
ID

ipics linux グループに属する Cisco IPICS Linux ユーザ。このユーザは、
Cisco IPICS アプリケーションとデータベースのバックアップおよび復元操作
に関連する Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへの
フル権限を保持します。   また、ipicsadmin ユーザは、Informix データベースに
対するデータの読み取りおよび書き込み権限も保持します。Cisco IPICS は、
ソフトウェアのインストール中に、この Linux システム ユーザ ID を作成しま
す。このユーザ ID のパスワードが期限切れになることはありません。
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ipicsdba ユーザ ID informix linux グループと ipics linux グループの両方に属する Cisco IPICS 
Linux ユーザ。informix linux グループのユーザは、Cisco IPICS データベース 
サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し、ipics 
linux グループのユーザは、Cisco IPICS アプリケーション関連のフォルダ、
ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持します。また、ipicsdba ユー
ザは、Informix データベース インスタンスでデータの読み取りと書き込み、
テーブルの作成、およびデータベースの作成を行う権限も保持します。
Cisco IPICS は、ソフトウェアのインストール中に、この Linux システム ユー
ザ ID を作成し、パスワードを生成します。このユーザ ID のパスワードが期限
切れになることはありません。

ipicsdba ユーザにアクセスするには、ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS 
サーバにログインし、su - ipicsdba と入力します（ルートからスーパーユーザ
になります）。

IPSec IP セキュリティ（IP Security）の略。参加しているピア間での、データ機密保
持、データ整合性、データ認証を提供するオープン標準のフレームワークで
す。IPSec は、IP レイヤでこれらのセキュリティ サービスを提供します。
IPSec では、ローカル ポリシーに基づくプロトコルとアルゴリズムのネゴシ
エーション処理、および IPSec で使用される暗号鍵と認証鍵の生成に IKE を使
用します。IPSec によって、2 つのホスト間、2 つのセキュリティ ゲートウェ
イ間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間のデータ フローを 1 つまた
はそれ以上保護できます。

L

LLGT 低レベル ガード トーン（Low Level Guard Tone）の略。このトーンは、保留
トーンまたはキーイング トーンとして使用されます。「ガード トーン」を参照
してください。
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LMR 陸上移動無線（Land Mobile Radio）の略。陸上移動無線（LMR）システムは、
所定の周波数で相互通信するために設計された、携帯型および固定型の無線装
置の集合です。地理的に分散した、移動するユーザ間での即時通信が必要な組
織で導入されます。

この用語は、多くの場合、携帯型または車載型のデバイスと固定型のトランス
ミッタの間で同じ意味に使用されます。固定型のデバイスは、通常、ベース ス
テーションと呼ばれます。

Cisco IPICS は、特定の Cisco IOS バージョンで使用できる Cisco Hoot & 
Holler 機能を利用して、Cisco IPICS ソリューションへの無線の統合を実現し
ます。LMR を統合するには、無線またはその他の PTT デバイス（Nextel 電話
機など）への受信と伝送（E&M）インターフェイスを用意します。このイン
ターフェイスは、音声ポートとして設定することで無線への適切な電気的イン
ターフェイスになります。この音声ポートは、VoIP ダイヤル ピアに対応する
接続トランク エントリを使用して設定します。このダイヤル ピアは、マルチ
キャスト アドレスへの接続に関連付けます。このように設定すると、同じマル
チキャスト アドレスを使用して、対応するチャネルを Cisco IPICS で設定でき
ます。このチャネルによって、Cisco IPICS が目的のエンドポイント間に通信
パスを提供できます。

LMR ゲートウェイ 陸上移動無線（Land Mobile Radio）ゲートウェイの略。IP トラフィックを無
線で使用できるようにデジタルからアナログに変換する、ルータの E&M イン
ターフェイスを指します。

M

M リード E&M インターフェイスの口（伝送）部分。M リードは、LMR ゲートウェイの
伝送パスです。

N

NAT ネットワーク アドレス変換（Network Address Translation）の略。グローバル
に一意でないアドレスを、インターネットに接続するためのグローバル ルー
ティング可能なアドレスに変換するメカニズムを提供します。
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O

ops ビュー 操作ビュー（operational view）のこと。ユーザ、ユーザ グループ、チャネル、
チャネル グループ、VTG、およびポリシーを、通常であればリソースを共有す
ることがない複数の組織や機関にまたがって、ユーザ定義可能な複数のビュー
に編成できる Cisco IPICS の機能。ops ビューは、Cisco IPICS システムの管理
者または ops ビュー管理者が個別に管理します。この機能を利用すると、複数
のエンティティで 1 つの Cisco IPICS サーバを使用し、業務のニーズに応じて
複数の ops ビューにわたってリソースを共有もできます。

ops ビュー管理者 ops ビュー管理者が実施できる作業には、ops ビューがフィルタリングしたア
クティビティ ログの管理と監視が含まれます。このログには、Administration 
Console の [Activity Log Management] ウィンドウ（[Administration] > 
[Activity Log Management]）でアクセスできます。

OTAR 無線での再施錠（Over-The-Air Re-keying）の略。移動無線または携帯無線の
内部にプログラミングされている暗号鍵を、無線周波数を通じて更新または変
更できます。

P

PIM Protocol Independent Multicast の略。既存の IP ネットワークに IP マルチキャ
スト ルーティング機能を付加できるマルチキャスト ルーティング アーキテク
チャ。PIM はプロトコルに依存しないユニキャスト ルーティングであり、PIM 
稠密モードと PIM 希薄モードという 2 つのモードで運用できます。

PIM 希薄モード 2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM 希薄モードは、データの配信を制限して、
ネットワーク内のデータ受信ルータ数を 小限に抑えることを目的としていま
す。パケットが送信されるのは、ランデブー ポイント（RP）で明示的に要求
された場合だけです。希薄モードでは、受信側が広範囲に分散していて、送信
されてくるデータグラムをダウンストリーム ネットワークが必ずしも使用しな
いことを前提としています。希薄モードを使用する場合のマイナス点は、明示
的参加メッセージを定期的に更新する必要があること、および RP を必要とす
ることです。「希薄モード PIM」または「PIM SM」と呼ばれることがありま
す。
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PIM 稠密モード 2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM 稠密モードはデータ駆動型であり、一般的
なマルチキャスト ルーティング プロトコルと類似しています。プルーニングと
切り捨てが発生するまで、すべての発信インターフェイスにパケットが転送さ
れます。稠密モードでは、受信側が密集していて、転送されてくるデータグラ
ムをダウンストリーム ネットワークが必要とし、使用することを前提としてい
ます。稠密モードを使用する場合のマイナス点は、このモードのデフォルトで
あるフラッディング動作です。「稠密モード PIM」または「PIM DM」と呼ば
れることがあります。

PTT Push-to-Talk の略。無線周波数エネルギーの伝送を発生させる、信号から無線
へのトランスミッタ。

無線をキーイングする、つまり無線による伝送を発生させるアクション。
Cisco ルータでは、無線に伝送をシグナリングするために E リード（キー トー
ン）が使用されます。

PTT チャネル 信号を送受信する、1 つの単方向パスまたは双方向パスで構成されるチャネル。
Cisco IPICS ソリューションの場合、チャネルは、従来の無線の物理無線周波
数（RF）チャネルにマッピングされる 1 つの LMR ゲートウェイ ポートを表し
ます。

PTT チャネル グルー

プ

使用可能な PTT チャネルを論理的にグループ分けして、分類に使用できるよう
にしたもの。

PTT チャネル ボタン マウスでクリックする（押す）IDC 上のボタン。押したままにすると発言でき

ます。このボタンのラッチ機能を使用すると、1 つまたはそれ以上のチャネル

で同時に発言できます。

Q

QoS Quality of Service の略。伝送の品質およびサービスの可用性を含めた、伝送シ
ステムのパフォーマンスの尺度。

R

RF 無線周波数（Radio Frequency）の略。電磁波スペクトルの範囲内にある、任
意の周波数。通常は、無線周波の伝搬に関係するもの。一般的には、300 GHz 
未満の周波数を使用した無線通信を指します。
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RF リピータ 入力信号を、その性質（アナログまたはデジタル）にかかわらず増幅するアナ
ログ デバイス。または、デジタル入力信号を再送信のために増幅、再構成、再
スケジュールするか、これらの処理を組み合せて実行するデジタル デバイス。

RFC 2833 DTMS シグナリング、他のトーン信号、およびテレフォニー イベントを RTP 
パケットで伝搬する方法が記述されている、インターネット技術特別調査委員
会（IETF）仕様。RFC 2833 を使用すると、パケットをコンパクトに構成し
て、指定された期間および音量レベルを含む特定のシーケンスで、一連のトー
ン（DTMF を含む）を再生できます。

RMS ルータ メディア サービス（Router Media Service）の略。Cisco IPICS IDC が 
VTG にリモート接続できるようにするコンポーネント。このサービスは、ルー
プバック機能を利用した複数の VTG のリモート接続（結合）もサポートしま
す。

RMS は VTG を支援してマルチキャスト チャネルを混合するほか、IDC の SIP 
ベース（ユニキャスト）接続をマルチキャスト チャネルまたは VTG に混合し

ます。RMS は、スタンドアロン コンポーネント（RMS ルータ）としてインス

トールすることも、LMR ゲートウェイにインストールされる追加機能として

インストールもできます。

RTCP Real-time Transport Control Protocol の略。重要なイベントまたは伝送統計情
報を送信者および受信者に通知するための標準。RTCP の も一般的な形式は、
送信者レポートと受信者レポートです。

RTP Real-Time Transport Protocol の略。音声、映像、シミュレーション データな
どのリアルタイム データを伝送するアプリケーションに対して、マルチキャス
トまたはユニキャストのネットワーク サービスを通じた、エンドツーエンドの
ネットワーク伝送機能を提供するために IP ネットワークで広く使用されていま
す。

T

T1 デジタル WAN キャリアのファシリティ。T1 は、Alternate Mark Inversion
（AMI; 交互マーク反転）または Binary 8-zero Substitution（B8ZS）符号化を
使用し、電話交換網を通じて DS-1 形式のデータを 1.544 Mbps で伝送します。
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T1 ループバック マルチキャストからユニキャストへのマッピングを可能にし、ユニキャスト電
話コールを LMR または他のマルチキャスト オーディオ ストリームに接続でき
ます。ループバックは、使用可能な 2 つの T1 インターフェイスで構成されま
す。

TCP 伝送制御プロトコル（Transmission Control Protocol）の略。信頼性のある全
二重データ伝送を提供する、コネクション型のトランスポート レイヤ プロトコ
ル。TCP は、TCP/IP プロトコル スタックの一部です。

TDMA 時分割多重接続（Time Division Multiple Access）の略。各チャネルの伝送の
ためにそれぞれ別の時間間隔（「スロット」または「スライス」）を割り当てる
ことにより、複数の情報チャネルを同一のリンク上で伝送するタイプの多重化
方式。

TIA/EIA-102 標準 次世代の公衆安全無線に利用される音声およびデータの技術標準を策定するこ
とを目的とした、政府と産業界共同の取り組み。

TUI テレフォニー ユーザ インターフェイス（Telephony User Interface）の略。ダ
イヤル エンジンが提供するテレフォニー インターフェイス。発信者が、トーク 
グループへの参加やポリシーの呼び出しなどの作業を実行できます。

V

VAD 音声アクティビティ検出（Voice Activity Detection）の略。音声ポートまたは
ダイヤル ピアで VAD が有効になっている場合、人間に聞こえる音声だけが
ネットワーク上で伝送されます。Cisco IPICS で VAD が有効になっている場
合、IDC は、ユーザの音声を検出したときに限り音声トラフィックを送信しま
す。

VoIP Voice over Internet Protocol の略。音声ストリームをデジタル化およびパケッ
ト化することで、POTS 同様の機能、信頼性、および音声品質を保ちながら、
音声コールを IP ネットワーク上で伝搬する機能を提供します。

VOX 音声作動型伝送（Voice-Operated Transmit）の略。接続されている音響電気変
換器によって感知された音または音声エネルギーが、所定のしきい値を超えた
場合に作動するキーイング リレー。VOX は音声エネルギーに応じてトランス
ミッタを駆動させるので、Push-to-Talk 操作の必要がなくなります。

VTG 仮想トーク グループ（Virtual Talk Group）の略。VTG には、チャネル、チャ
ネル グループ、ユーザ、ユーザ グループを任意に組み合せて入れることができ
ます。VTG に他の VTG を入れることもできます。
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VTG のアクティブ化 事前に設定した VTG をアクティブにするアクション。期間を指定することも
できます。指定された期間が終わると、VTG が非アクティブになります。期間
が指定されていない場合は、ディスパッチャが Cisco IPICS Administration 
Console の VTG Management 領域から VTG を手動で非アクティブにする必要
があります。

VTG への招待 ダイヤルアウト招待アクションの 1 つ。招待できるユーザは事前に設定済みで
すが、招待先となる VTG は、ポリシーの呼び出し側がダイヤルインしている 
VTG によって決まります。

VTG 参加者追加 選択した参加者（複数可）を、選択した VTG に追加するアクション。

あ

アイドル トーン 着信トラフィックがないことを LMR ゲートウェイにシグナリングするために、
無線が M リードで送信できるトーン。アイドル トーンがなくなると、LMR 
ゲートウェイは、すべての信号を有効な音声トラフィックとみなします。

アクション ポリシーを介して実行される個別の機能。個別の機能には、VTG のアクティブ
化、通知、VTG 参加者の追加、ダイヤルアウト、VTG への招待があります。

アクティブ SIP（ユニキャスト）チャネルまたはマルチキャスト チャネルが完全に動作し
ていることを示す状態。IDC でチャネルまたは VTG が有効でアクティブに
なっていると、IDC のすべてのボタンが動作可能になります。

アクティブ化中 IDC で [Activate] ボタンをクリックすると有効になる状態。システムがアク
ティブ化と接続を試行している間は、[Activate] ボタンが強調表示され、IDC 
の他のボタンは非アクティブ状態になります。

アクティブ化ボタン このボタンは、IDC 上の機能のアクティブと非アクティブを切り替えます。
IDC のこのボタンをクリックすると、チャネルが（発信のために）アクティブ
になります。もう一度クリックすると、チャネルが非アクティブになります。

アクティブな仮想

トーク グループ

仮想トーク グループ（VTG）は、マルチキャスト アドレスや必要なダイヤル
イン ピアなど、グローバル リソースを Cisco IPICS がコミットするとアクティ
ブになり、VTG 内の参加者が互いに通信できるようになります。

アラート トーン サイレンや小鳥のさえずりなどの可聴トーン。無線リスナーの注意を引くため
に使用されます。
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アラート トーン ボタ

ン

1 つまたは複数のチャネルのアラート トーンを再生できる、IDC 上のボタン。

暗号化（encipher） 暗号を使用して、プレーンテキストを理解不能な形式に変換すること。

暗号化

（encryption）
特定のアルゴリズムを適用してデータを見かけ上改変し、不正なユーザが理解
できないようにすること。

い

イベント Cisco IPICS ソリューション内のアクティブな VTG。

インシデント Cisco IPICS で特定し、さまざまなユーザが IDC を使用して応答を調整できる
イベントのことです。

インシデント VTG インシデントに関連付けられたユーザ、チャネル、および無線で構成される
トーク グループです。

インシデント管理フ

レームワーク

ユーザ、無線チャネル、カメラ、センサー情報などのリソースを、ポリシーま
たはインシデントのニーズに基づいて配信するための調整可能な GUI を備えた
ソフトウェア フレームワーク。

インバンド インバンドで送信されるトラフィックは、Real-time Traffic Protocol（RTP）
と同じストリームに含まれます。インバンド信号は、符号化された信号である
場合も、RFC 2833 の信号である場合もあります。

え

エンコード 情報を、必要な伝送形式に変換すること。

お

オフライン モード サーバへの接続がオフラインになると、IDC はオフライン モードに入ります。
オフライン モードを利用すると、サーバがダウンしている間も通信を継続でき
ます。オフライン モードを使用するには、少なくとも 1 回、サーバに正常にロ
グインしている必要があります。
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オペレータ Cisco IPICS のオペレータは、ユーザの設定と管理、アクセス特権の設定、お
よびユーザ ロールと ops ビューの割り当てを担当します。

音声の再生 IDC ユーザが、チャネルごとにバッファされている音声を再生できる機能。

音声の相互運用性 音声の相互運用性があると、異種の装置やネットワークが互いに正常に通信で
きます。

音声ユーザ名 チャネル、チャネル グループ、VTG、ユーザ、ユーザ グループ、ops ビュー、
ポリシーなどのエンティティに使用される、名前の録音物。この名前は、ポリ
シー エンジンを使用して録音したり、外部で録音し、システムにアップロード
可能な .wav ファイルを利用したりできます。

音量インジケータ IDC の音量インジケータは、チャネルの現在の音量レベルをグラフ形式で示し
ます。

音量上 / 下ボタン 音量レベルを制御するための IDC 上のボタン。

か

ガード トーン も一般的なガード トーンは、High Level Guard Tone（HLGT; 高レベル ガー
ド トーン）と Low Level Guard Tone（LLGT; 低レベル ガード トーン）です。
HLGT は、その後に機能トーンが続くことを無線に通知するために使用されま
す。LLGT は、保留トーンまたはキーイング トーンとして使用されます。

「トーン  キーイング」を参照してください。

会議の会議 複数の VTG で構成される会議。

下位互換性 新しい無線装置が備えている、従来のシステム インフラストラクチャ内で運用
できる能力。または、従来の無線装置と直接に相互通信できる能力。この用語
は、通常、アナログ信号を伝送できるデジタル無線に対して使用されます。

解読 暗号文を、暗号化前のプレーンテキスト形式に復元すること。

仮想チャネル 仮想チャネルは、チャネルに類似していますが、無線システムが接続されてい
ないチャネルを作成できます。仮想チャネルを作成すると、VTG にコールする
ための物理携帯無線を使用していない参加者が、IDC アプリケーションまたは
サポートされている Cisco Unified IP Phone モデルを使用することで参加可能
になります。
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カバレッジ 無線通信において、無線システムが無線通信サービスを提供できる（カバーす
る）範囲である地理上の領域。「サービス配信区域」とも呼ばれます。

干渉 無線通信システムにおいて、輻射、放射、誘導、またはこれらの組み合せによ
り、受信時に発生する不要なエネルギー。パフォーマンスの低下や誤動作、こ
のような不要エネルギーが発生していないときには抽出できる情報の欠落に
よって明らかになります。

き

キー 暗号コードまたは暗号方式を定義したパラメータ。

キー（無線）によって、無線による伝送が発生します。「トーン キーイング」
を参照してください。

キープアライブ 2 デバイス間の仮想回線がアクティブ状態を維持していることを通知するため
に、あるネットワーク デバイスから別のネットワーク デバイスに送信される
メッセージ。

機能トーン 高レベル ガード トーンの後に続き、無線に特定の機能（新しい伝送周波数の選
択など）を実行させるトーン。機能トーンは、多くの場合、F1、F2、F3 など
と呼ばれます。「プリアンブル」および「HLGT」を参照してください。 

キュー 連続的に配置された一連の項目のこと。さまざまなタイミングで発生した複数
のイベントを保管しておき、所定の規則に従って提供するために使用されま
す。この規則は、固定されている場合も調整可能な場合もあります。

キューイング遅延 無線通信システムにおいて、コール発信者がシグナリングを完了してから、
コール発信者に伝送許可が到達するまでの時間を指します。

キロヘルツ（KHz） 1,000 Hz を表す周波数単位。

近端 イーサネットまたは RS-232 リンクに物理的に接続されているデバイス。遠端
と比較してください。遠端は、ブロードキャストの向こう側にあるデバイスを
指します。LMR ゲートウェイに接続されているベース ステーションは、近端
デバイスです。一方、ベース ステーションから無線信号を受信する携帯無線
は、遠端デバイスです。
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く

グループの動的再構

成 
複数の無線を、無線プログラムの手動操作なしで特定のトーク グループに配置
できるトランキング システムの機能。グループの動的再構成は、システム制御
コンソールを使用して開始され、トランキング システムの制御チャネルを通じ
て無線に伝送されます。

け

ゲートウェイ アプリケーション層において、あるプロトコル スタックから別のプロトコル ス
タックに情報を変換するデバイス。Cisco IPICS のゲートウェイ コンポーネン
トには、LMR ゲートウェイがあります。この機能は、通常は対応する Cisco 
ルータに追加機能としてインストールされます。LMR ゲートウェイは、無線
周波数を IP マルチキャスト ストリームにブリッジし、音声を無線ネットワー
クと非無線ネットワーク間で相互運用できるようにします。

こ

コーデック コーダ / デコーダ（coder-decoder）の略。

1. パルス符号変調などを使用してアナログ信号をデジタル ビット ストリーム
に変換し、デジタル信号をアナログ信号に復元する集積回路デバイス。

2. Voice over IP、Voice over Frame Relay、および Voice over ATM において、
音声やオーディオ信号の圧縮 / 圧縮解除に使用される DSP ソフトウェア アル
ゴリズム。

コール 無線用語としてのコールは、伝送キーを押したときに開始され、伝送キーを離
したときに終了するものと定義されます。「コールごと」という用語は、何ら
かの形の制御によって、無線が音声伝送前に特定の周波数を選択することを意
味します。一部の無線は、コール終了時に、あらかじめ定義されている RF 
チャネルに自動的に戻るように設定されています。

コール確立時間 ユーザまたは端末間で回線交換コールを確立するために必要な時間。
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コール遅延 自動スイッチング デバイスに到達したコールをただちに処理できる、アイドル 
チャネルまたはファシリティがない場合に発生する遅延。

混合トーン 混合された 2 つのトーン。たとえば、DTMF は混合トーンです。正常に伝送す
るために、トーン信号を LLGT と混合する必要があります。「DTMF」を参照
してください。 

さ

サービス配信区域 「カバレッジ」を参照してください。 

サブスクライバ装置 無線システムで使用される、移動無線装置または携帯無線装置。

サブチャネル 別のチャネルと同じマルチキャスト アドレスを共有するチャネル。これらの複
数のソース ストリーム（チャネル）は、1 つの無線チャネル上に存在できま
す。IDC では、無線チャネルのチャネル セレクタ ボタンを押すことにより、
これらのチャネルにアクセスします。

し

システム アーキテク

チャ 
陸上移動無線システムの設計方針、物理的な構造、機能構成。アーキテクチャ
には、単一サイト、マルチサイト、同時キャスト、マルチキャスト、中継レ
シーバ システムが含まれる場合があります。

システム管理者 Cisco IPICS のシステム管理者は、サーバ、ルータ、マルチキャスト アドレス、
ロケーション、PTT チャネルなどの Cisco IPICS リソースのインストールと設
定を担当します。また、ops ビューを作成し、Cisco IPICS のライセンスと 
IDC のバージョンを管理し、アクティビティ ログ ファイルを利用してシステ
ムとシステム ユーザのステータスを監視します。

周波数 周期的に実行される処理における、時間単位ごとのサイクルまたはイベントの
数を表します。周波数は、さまざまなコンテキストで使用されます。たとえ
ば、伝送周波数（無線が信号を送信する帯域）や、ヘルツ（Hz）で測定される
可聴信号の周波数などがあります。すべてのトーン制御動作では、特定の周波
数の狭い帯域内に収まる、特定の音量（振幅）の可聴トーンが必要です。
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周波数の共有 同じ無線周波数を、地理的に分散した複数のステーション（または、当該の周
波数をそれぞれ別の時間に使用する複数のステーション）に割り当てること、
またはこれらのステーションで使用すること。

周波数変調 周波数の異なる複数の信号によって、それぞれ別のデータ値を表現する変調技
術。

周波数ホッピング テレコミュニケーションの不正な傍受や妨害を 小限に抑えることを目的とし
て、無線での伝送中に、指定したアルゴリズムに従って周波数を継続的に切り
替えること。

周波数割り当て 所定の条件下で、無線周波数または無線周波数チャネルを使用する無線ステー
ションに適用される割り当て。

従来の無線システム オープン チャネルをユーザが聴取して可用性を調べるという点で、電話のパー
ティ ラインに類似したトランキングされていないシステム。

受信インジケータ トラフィックの着信時に緑色に点滅する IDC 上のインジケータ。

消音 ディスパッチャが 1 つまたはそれ以上のチャネルで IDC ユーザを消音して、発
言（音声の伝送）を禁止できる機能。ディスパッチャは、ユーザのマイクロ
フォン、またはマイクロフォンとスピーカの両方を消音できます。

招待ポリシー テレフォニー ユーザ インターフェイスからのみ呼び出すことができ、VTG へ
の招待アクションだけを含むことができるポリシー。ユーザは、トーク グルー
プに参加すると、ブレークアウト メニューにアクセスして招待ポリシーを呼び
出すことができます。招待されたユーザの参加先になるトーク グループは、こ
のユーザが参加しているトーク グループです。

シリアル制御された

無線

アウトオブバンド シグナリング（通常は、RS-232）を使用する無線の制御タ
イプ。「無線制御サービス」を参照してください。  

自律システム 一元的に管理および制御されている 1 つの無線システム。管理ドメインとも呼
ばれます。このシステムは、通常は単一の組織で構成されます。

信号 トランスミッタから受信者に情報を伝達する、検出可能な伝送エネルギー。
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す

数字 ID Cisco IPICS ユーザが選択し、ユーザ プロファイルに格納される数値型の識別
子。Cisco IPICS は、この ID と数字パスワードを使用して 
Cisco Unified IP Phone ユーザを認証します。

スキャニング 別のチャネルまたはトーク グループで発生している会話をユーザが聞けるよう
に、無線が自動的にチャネルまたはトーク グループを変更できるようにするサ
ブスクライバ装置機能。

スクリプト プロンプ

ト

ダイヤル エンジン スクリプトが実行中に再生する音声プロンプト。発信者がテ
レフォニー ユーザ インターフェイスを使用して操作を行うときに、発信者に対
して再生されます。

スケルチ 受信中の信号が非常に弱く雑音しかないときに、無線受信者への入力を停止す
る電子回路。

スペクトル 電磁波分布において、利用可能な無線周波数。次の周波数は、公衆安全用とし
て割り当てられています。

高域 HF 25 ～ 29.99 MHz
低域 VHF 30 ～ 50 MHz
高域 VHF 150 ～ 174 MHz
低域 UHF 406.1 ～ 420/450 ～ 470 MHz
UHF TV 共通 470 ～ 512 MHz
700 MHz 764 ～ 776/794 ～ 806 MHz
800 MHz 806 ～ 824/851 ～ 869 MHz

スループット データ通信システム（またはシステムの一部）を通過するビット、文字、また
はブロックの数。

せ

静的に設定された

トーン制御

LMR ゲートウェイの静的な設定を使用して、LMR ゲートウェイに流れる各
データ ストリームにプリアンブルまたはガード トーン（あるいはその両方）を
適用できます。トラフィックがマルチキャスト アドレスで送信される場合、無
線は、トーン制御シーケンスによって要求される特定の無線チャネルに自動的
に切り替わります（プリアンブルのため）。
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セキュア チャネル 無線の共通無線ネットワーク（CAI）側で、安全な（暗号化またはスクランブ
ルが施された）通信を提供する無線に接続されたチャネル （データ ネットワー
クに設定されているセキュリティのレベルは、LMR ゲートウェイとネット
ワーク接続デバイス（IDC や Cisco Unified IP Phone など）間の通信のセキュ
リティによって決まります）。

チャネルが安全であることを示すために、サーバで設定されるアトリビュー
ト。安全なものとして設定された PTT チャネルは、VTG 内の安全でないチャ
ネルと混合できません。

線形変調 無線システムの物理トランスポート レイヤを提供する、無線周波数伝送技術の 
1 つ。この技術は、デジタルおよびアナログのシステム環境と互換性があり、
チャネル帯域幅 5 ～ 50 KHz をサポートします。

そ

相互運用性 それぞれ異なるベンダーによって製造された装置が、ネットワーク上で互いに
正常に通信できる能力。

相互支援チャネル 相互支援や相互運用にだけ使用するように予約されている、国または地方の
チャネル。通常は、使用を規制する制約事項や指針が定められています。

た

帯域幅 ネットワーク信号に対して使用できる 高周波数と 低周波数の差。特定の
ネットワーク メディアやプロトコルのスループット キャパシティ測定値を表す
場合もあります。帯域幅は、信号の伝達に必要な周波数範囲をヘルツ（Hz）単
位で指定したものです。たとえば、音声信号は通常約 7 KHz の帯域幅を必要と
し、データ トラフィックは通常約 50 KHz の帯域幅を必要とします。

ダイヤルアウト招待 選択したユーザ（複数可）を、選択した VTG に招待するアクション。

電話機のユーザをトーク グループに招待するために、ポリシー エンジンによっ
てユーザにダイヤルアウトされる電話コール。

ダイヤルイン ポリシー エンジンにダイヤルインされる電話コール。
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ダイヤルイン フロア 
コントロール

一度に 1 人のダイヤルイン ユーザを VTG またはチャネルで発言できるように
する機能。テレフォニー ユーザ インターフェイスには、ダイヤルイン ユーザ
をサポートするためのダイヤルイン フロア コントロール機能が用意されていま
す。他の PTT ユーザに対しては、フロア コントロールのサポートは提供され
ません。

ダイヤル エンジン ス
クリプト

テレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）を提供して、発着信する電話
コールを対話式で操作できるようにするため、Cisco IPICS ダイヤル エンジン
が実行するスクリプト。

ダイヤル ピア アドレスの設定対象にできるコール エンドポイント。Voice over IP の場合は、
POTS と VoIP という 2 種類のダイヤル ピアがあります。

ダイヤル番号 ポリシー エンジンおよび SIP プロバイダーで使用される電話番号。[Ops 
Views] ウィンドウの [Dial Information] ペインで設定します。ユーザは、この
番号をダイヤルするとテレフォニー ユーザ インターフェイスにアクセスできま
す。

多重化 複数の情報チャネルを共通の伝送メディア上で組み合せること。電気通信の場
合、多重化の基本方式は時分割多重（TDM）と周波数分割多重（FDM）の 2 
つです。

多目的ポリシー サポートされている任意のアクションを含んだポリシー。テレフォニー ユーザ 
インターフェイスまたは Cisco IPICS Administration Console を使用して呼び
出すことができます。

端末 通信チャネル上で、情報を送信、受信、または送受信できるデバイス。

ち

遅延時間 待機時間とキュー内のサービス時間の合計。

チャネル 単一の RF 伝送を実行するために必要な帯域幅が十分にある通信パス。環境に
よっては、複数のチャネルを 1 本のケーブル上に多重化できる場合もありま
す。Cisco IPICS には、直接ダイヤル、双方向、VTG、無線チャネルなど、多
くの異なるタイプのチャネルがあります。チャネルは、動的に割り当てること
も、静的に割り当てることもできます。チャネルは、チャネルの送信元を定義
する 1 つ以上のチャネル接続を持つことができます。「PTT チャネル」を参照
してください。
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チャネル間隔 1 つのチャネルの中央から、隣接する次のチャネルの中央までの距離。通常は 
KHz 単位で測定します。

チャネル キャパシ

ティ 
所定の制約の下で、チャネルで実現可能な 高の情報伝送レート。

チャネル接続 コンテンツ ストリームを取得できる 1 つ以上の方式。たとえば、特定のチャネ
ルが、さまざまロケーションのいくつかの異なるマルチキャスト アドレスや無
線で検出されることがあります。

チャネル フォルダ チャネルの論理グループ。

チューニング（無線） 無線の現在の送信周波数および受信周波数を変更すること。このタスクは、通
常、何らかの形の無線制御でプリセットによって実行されます。

つ

通知 電子メール、SMS、ポケットベル、または電話機を使用して、選択したユーザ
（複数可）に通知を送信するアクション。必要な ID および電話番号は、ユーザ
ごとの通信プリファレンスで設定します。電話機を使用して送信する通知の場
合は、通知プロンプトを再生する前にユーザ認証が必要です。

通知メッセージを送信する目的でユーザに発信される、電子メール、SMS、ポ
ケットベル、または電話コール。

て

ディスクリート トー

ン

別のトーンを混合したり追加したりすることなく送信されるトーン。たとえ
ば、低レベル ガード トーンに機能トーンを追加すると、機能トーンの認識に影
響が及ぶ可能性があります。混合トーンと比較してください。
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ディスパッチャ Cisco IPICS のディスパッチャは、VTG のセットアップ、会議を開始するため
の VTG のアクティブ化、非アクティブな VTG およびアクティブな VTG に対
する参加者の追加と削除を担当します。また、アクティブな VTG およびイベ
ントを監視し、必要に応じて IDC ユーザを消音または消音解除し、ポリシーを
管理できます。このポリシーは、特定の基準および指定の間隔に基づいて、
VTG をアクティブまたは非アクティブにします。ポリシー管理アクティビティ
には、ポリシーの作成、変更、削除、表示、および実行のほか、特権のアク
ティブ化があります。

デジタル変調技術 チャネルを通じて後で伝送するために、デジタル データ シーケンスを搬送波信
号に乗せる技術。

伝送インジケータ ID では、トラフィックの伝送中にこのインジケータが赤色に点滅します。

と

動的無線チャネル

（動的制御）

クライアントがチャネルを使用できるように、無線特性をプリセットするため
に使用される制御。

トーク グループ VTG またはチャネル。

職責の共通する無線ユーザで構成されたサブグループ。平常時にはグループ内
のユーザとだけ共同作業し、他のサブグループとの無線インターフェイスを必
要としない無線ユーザをまとめたもの。

トーン キーイング トーン キーイング無線では、着信アナログ（E リード）ポートに特定のトーン
が存在する必要があります。このトーンがないと、無線は伝送を行うことがで
きません。このトーンは、通常、ノイズの挿入によって発生する可能性のある
スプリアスな伝送を防ぐために使用されます。

トーン シグナリング 遠端で終端することを目的とした、任意の形式の無線可聴信号。たとえば、ア
ラート トーン、DTMF トーン、ページング トーンなどです。

トーン周波数 機能トーンの特定の形式。周波数を選択するよう無線にシグナリングするため
に使用されるトーン。このような可聴トーン周波数は、ルータで生成され、特
定のシーケンスに結合されて、トーン制御機能を実行します。
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トーン制御 インバンド トーン シーケンスを使用して、無線エンドポイントの動作を変更す
るプロセス。インバンド トーンは、無線周波数（RF チャネル）の変更（再
チューニング）、伝送電力レベルの変更、チャネルの監視などの機能の制御に
使用できます。トーン制御の も基本的な形式（トーン キーイング）は、無線
をキーイングするために使用されます。Cisco IPICS ソリューションでは、制
御されている無線は、LMR ゲートウェイの E&M リードに直接接続されてい
ます。

トランク ネットワーク トラフィックが伝送される 2 台のスイッチ間に存在する、物理的
および論理的な接続。テレフォニーの場合、トランクは、2 つのセントラル オ
フィス（CO）間、または CO と PBX 間にある電話回線です。

トランク（システム） RF チャネルの選択およびアクセスを含めて、無線操作のすべての項目を中央
で管理するための機能一式を備えたシステム。

トランク無線システ

ム

複数のチャネル ペアを単一のシステムに統合します。ユーザがメッセージを伝
送しようとすると、現時点で未使用のチャネル ペアをトランク システムが自動
的に選択し、ユーザに割り当てて、チャネルが空くまで待機する確率を減らし
ます。

トリガー 手動操作なしで定期的にポリシーを呼び出すための、時間ベースのイベント。

な

ナローバンド チャネ

ル 
占有する帯域幅が 20 KHz 未満のチャネル。

ね

ネットワーク 通信エンティティを相互に接続したもの。

は

ハイバンド周波数 VHF 帯域のうち、周波数レベルが比較的高いものを指します。通常は 138 ～ 
222 MHz です。
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パケット 制御情報を含んだヘッダーを含めて、情報を論理的にグループ分けしたもの。
通常は、ユーザ データも含まれています。

パケット スイッチン

グ 
パケットの伝送中だけチャネルが使用されるように、アドレス指定付きのパ
ケットを使用してデータをルーティングおよび伝送するプロセス。伝送が完了
すると、チャネルは他のトラフィックの伝送に使用できる状態になります。

波長 信号を振幅と時間の平面図として表現したもの。

発言者の調停 Push-to-Talk システムにおいて、アクティブなオーディオ ストリームの決定に
使用される手順。

搬送波 情報伝達信号による変調に適したウェーブ。

ひ

非アクティブ [Activate] ボタンを再度クリックしてチャネルを非アクティブにするか、接続
が終了すると有効になる VTG 状態。IDC のボタンは、すべて強調表示が解除
されます。

非アクティブ VTG 使用できる状態で保持されている VTG。Cisco IPICS サーバは、ポリシーに
従って自動的に（またはディスパッチャによって手動で）アクティブにできる
状態で、入力された情報を含む非アクティブ VTG を保持します。

ふ

復号化 暗号化されたデータに暗号化アルゴリズムを逆用して、当該のデータを暗号化
されていない元の状態に復元すること。

複数選択ボタン IDC のすべてのチャネルをオーディオ伝送用に選択または選択解除する機能を
提供します。

プリアンブル 伝送に先行するトーンのシーケンス。プリアンブルには、通常、HLGT および
機能トーンが含まれます。
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フレーム 伝送メディアのデータリンク層で送信される情報を、論理的にグループ分けし
たユニット。このユニットの内部に保持されるユーザ データをカプセル化し、
同期化とエラー制御に使用されるヘッダーおよびトレーラのことを指す場合も
あります。Open System Interconnection（OSI; オープン システム インターコ
ネクション）参照モデル各層における論理的な情報グループを指すものとして
は、セル、データグラム、メッセージ、パケット、およびセグメントという用
語もあります。

フロア コントロール Push-to-Talk の発言者を調停するための標準メカニズム。

プロトコル 通信機能の実行に必要な一続きの処理について規定した、一意の規則の集合。

へ

米国公共保安計画諮

問委員会

821 ～ 824 MHz 帯および 866 ～ 869 MHz 帯を米国全体で計画的に割り当てる
ことを目的として設立された委員会。

米国情報通信庁 テレコミュニケーションおよび情報ポリシーについて、大統領への主要な助言
機関として機能する、米国の上級支庁。連邦政府による無線周波スペクトル利
用の管理を担当します。

ベース ステーション 陸上移動無線サービスにおける、陸上ステーション。個人向け通信サービスの
場合は、一定の場所に常設され、1 つまたは複数のコールを処理するすべての
無線装置の一般的な呼称。

変調 搬送波の特性を、情報伝達信号に合せて変化させるプロセス。またはその結
果。

ほ

ポータリゼーション クライアント アプリケーションのインターフェイスおよび機能をカスタマイズ
するための、Web プログラミング パラダイム。

保存された VTG 「非アクティブ VTG」とも呼ばれます。
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ポリシー ポリシーには、連続的に実行される 1 つまたはそれ以上のアクションが含まれ
ており、Cisco IPICS Administration Console またはテレフォニー ユーザ イン
ターフェイスを使用して手動でアクティブにできます。Cisco IPICS は複数の
ポリシー タイプをサポートしています。

ポリシー チャネル ディスパッチャがセットアップし、指定チャネルとして設定できるチャネル。
つまり、管理者がディスパッチャと対話できるように常に開いているチャネル
です。

ポリシー適用ステー

タス

ポリシー適用が成功したか、失敗したかを示すインジケータ。ポリシーに含ま
れている各アクションのステータスは、Cisco IPICS Administration Console 
で確認できます。

ま

マルチキャスト ネットワークによってコピーされ、特定のネットワーク アドレス サブセットに
送信される単一パケット。ネットワーク上で、単一の送信者から複数の受信者
に送信される通信のことを指します。

マルチキャスト アド

レス

複数のネットワーク アドレスを指すことができる単一アドレス。

マルチキャスト アド

レス / ポート

Cisco IPICS では、このタイプの接続を使用して IDC がマルチキャスト チャネ
ルに直接チューニングできるようにしています。マルチキャスト アドレス /
ポートの組み合せは、ゲートウェイおよび RMS コンポーネントでも使用され
ます。

マルチキャスト プー

ル

マルチキャスト プールの一部として定義されているマルチキャスト IP アドレ
ス。ディスパッチャが VTG をアクティブにすると、Cisco IPICS はこのリソー
ス プールにあるマルチキャスト アドレスを割り当てます。

む

無線制御サービス Cisco IPICS システムの論理要素で、手動操作なしで無線を必要なチャネルに
チューニングできます。シリアル制御エンティティを指します。
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無線装置 人為的な操作なしに電磁波を変調し、空間に放射して遠隔地と通信するための
装置、相互接続されたシステム、または装置のサブシステム（送信と受信の両
方）。この装置には、マイクロ波装置、衛星設備、および携帯電話機器は含ま
れません。

無線チャネル 無線通信に利用できる、割り当てられた周波数帯域を指します。無線チャネル
の帯域幅は、伝送のタイプと周波数のトレランス（許容差）によって異なりま
す。

め

メガヘルツ（MHz） 1,000,000 Hz を表す周波数単位。

も

モバイル クライアン

ト

Apple iPhone 上で実行されるスタンドアロン アプリケーション。インシデント 
VTG およびサポート メディアへのアクセスを提供し、ユーザがジャーナル、
ビデオ、および画像をインシデントに追加することを可能にします。

ゆ

ユーザ Cisco IPICS のユーザは、自分のログイン情報を設定し、IDC アプリケーショ
ンをダウンロードし、オーディオ デバイスの設定に使用される通信プリファレ
ンスを指定できます。ユーザは、あらかじめ定義されているユーザ ID および
プロファイルを使用することで、Cisco IPICS IP ポリシー エンジンのテレフォ
ニー ダイヤル機能を通じ、IDC、サポートされている Cisco Unified IP Phone 
モデル、および公衆電話交換網（PSTN）を使用して PTT チャネルおよび VTG 
に参加できます。ユーザには、システム管理者、ops ビュー管理者、オペレー
タ、ディスパッチャなどの Cisco IPICS ロールを 1 つまたはそれ以上与えるこ
とができます。

ユニキャスト ポイントツーポイントでの伝送、または、単一のネットワーク送信先に送信さ
れるメッセージを指します。
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ら

ラッチ Cisco IPICS ユーザが PTT チャネルにロックインすることを可能にする IDC の
機能。

り

リモート接続 Cisco IPICS は、このタイプの接続を使用して RMS コンポーネントへの SIP 
ベース トランキングを提供します。RMS コンポーネントは、マルチキャスト 
チャネルへと直接チューニングされます。

る

ルート ユーザ ID Cisco IPICS サーバ内のすべてのファイルにアクセスできる Cisco IPICS Linux 
ユーザ。セキュリティ性の高いパスワードを使用する必要があります。また、
このユーザ ID には Linux オペレーティング システムのパスワード期限切れ
ルールが適用されます。

ろ

ローバンド周波数 VHF 帯域のうち、周波数レベルが比較的低いもの。通常は 25 ～ 50 MHz です。

ロケーション Cisco IPICS では、ロケーションは到達可能性を表します。つまり、同じロ
ケーションに関連付けられたチャネルまたはユーザは、他にネットワーク設定
をしなくても互いに通信できます。ロケーションは、サーバでの定義に応じ
て、物理的な場所を指す場合も、仮想的な場所を指す場合もあります。

わ

ワイドバンド チャネ

ル 
占有する帯域幅が 20 KHz を超えるチャネル。
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