
 

はじめに

概要
この『ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）』では、Cisco IPICS Release 
4.0(2) を配置するための設計上の考慮事項およびガイドラインについて説明します。本書は、「関連資

料」（P.x）に説明がある関連資料と一緒に使用してください。

他の設計マニュアルについては、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/go/srnd

マニュアルの変更履歴
このマニュアルは、予告なしに更新されることがあります。Cisco.com の Web サイトを定期的に調べ、

マニュアルの更新を確認してください。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1 章「Cisco IPICS の概要」 Cisco IPICS から提供されるメリットや利点を説

明し、Cisco IPICS 配置を構成する主要コンポー

ネントを紹介します。

第 2 章「Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項」 さまざまな Cisco IPICS コンポーネントについて

説明します。

第 3 章「Cisco IPICS LMR ゲートウェイの設定」 Cisco IPICS で陸上移動無線を使用するために必

要な設定を説明します。

第 4 章「Cisco IPICS インフラストラクチャの考

慮事項」

Cisco IPICS を配置する場合に知っている必要の

ある、ネットワーク インフラストラクチャの考慮

事項について説明します。

第 5 章「ダイヤル ピアについて」 Cisco IPICS の動作を理解するうえで役立つダイ

ヤル ピアの概要を示します。

第 6 章「Cisco IPICS のライセンスおよびサイジ

ングのガイドライン」

ライセンス可能な機能が Cisco IPICS でどのよう

に使用されるかを説明し、リソース使用およびシ

ステム サイジングについての情報を示します。
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はじめに
関連資料
Cisco IPICS のマニュアル セットにアクセスするには、次の URL を参照してください。

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

次の Cisco IPICS マニュアルを入手できます。

• 『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』：Cisco IPICS サーバの重要な設定、操

作、および管理のタスクについての情報を記載しています。

• 『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release 4.0(2)』：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

ドの方法について説明しています。

• 『Cisco IPICS Dispatch Console User Guide, Cisco IPICS Release 4.0(2)』：Cisco IPICS Dispatch 
Console（IDC）アプリケーションのインストール、設定、管理、および操作の方法について説明

しています。

• 『Cisco IPICS API Reference Guide, Cisco IPICS Release 4.0(2)』：Cisco IPICS Application 
Programming Interface（API; アプリケーション プログラミング インターフェイス）を理解して使

用するために必要な情報が記載されています。

• 『Release Notes for Cisco IPICS Release 4.0(2)』：本リリースの Cisco IPICS に関する新機能、変更

された機能、特記事項、警告、マニュアルのアップデートについて記述しています。

• 『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を記載しています。

• 『Cisco IPICS 4.0(2) Resources Card (Documentation Locator)』：本リリースの Cisco IPICS に関し

て入手可能なマニュアルの概要について記述しています。

また、Cisco IPICS コンポーネントおよび Cisco IPICS をサポートするインフラストラクチャの設定に

ついての関連情報を説明する多種多様なその他のマニュアルも用意されています。関連資料の参照は、

本書全体を通して必要に応じて行っています。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
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

第 7 章「Cisco IPICS 配置モデル」 Cisco IPICS の配置モデルを説明します。

第 8 章「高遅延および低帯域幅での相互接続」 高遅延および低帯域幅の相互接続を使用する配置

モデルを説明します。
x
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Cisco IPICS の概要

Cisco IP Interoperability and Collaboration System（Cisco IPICS）は、メタデータや情報を制御するイ

ンテリジェント プラットフォームで、組織内と組織間の通信、相互運用性を有効にして運用効率を高

めます。IP 標準とプロトコルを利用することにより、Cisco IPICS は、既存および独自の無線ネット

ワークから、IPICS Dispatch Console（IDC）などの IP ネットワークとデバイスや、Cisco Unified IP 
Phone のサポート モデルに通信をブリッジします。

この章では、Cisco IPICS の概要を説明します。Cisco IPICS からさまざまな組織に提供されるメリッ

トや利点の説明があります。また、Cisco IPICS 配置の主要コンポーネントも紹介します。

この章は、次の項で構成されています。

• 「Cisco IPICS の利点」（P.1-1）

• 「Cisco IPICS のコンポーネント」（P.1-2）

Cisco IPICS の利点
機関や組織の間における通信の相互運用性、データの統合、および真のイベント ベースとインシデン

ト ベースのコンテキスト コラボレーションは、次のセグメントを含む、数多くの市場において重要な

要件です。

• 企業（運用、安全、セキュリティ）

• 商業

• 金融サービス

• 小売り

• 教育

• 医療

• 公益事業

• 石油およびガス

• 公共の安全 

• 運輸

• 軍事 /防衛

• 政府

• サービス プロバイダー
1-1
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第 1 章      Cisco IPICS の概要

Cisco IPICS のコンポーネント
これらの市場セグメントの組織は、一般に、そのビジネス目標およびサービス目標を達成するために数

種類の有線ネットワークおよびワイヤレス ネットワークを配置します。ただし、このような異種のソ

リューションは、運用効率やお客様満足度に影響する可能性のある相互運用性やコラボレーションを普

通はサポートしません。

このような異種ネットワークの例には、次のようなものがあります。

• グループ内の音声通信に使用される従来型の Push-to-Talk（PTT）無線ネットワーク（周波数の異

なるアナログまたはデジタル）。Radio Frequency（RF; 無線周波数）の制限と独自プロトコルのた

め、通信は通常、指定されたグループまたはネットワーク内に制限されています。

• Time-Division Multiplexing（TDM; 時分割多重）回線を介して接続される従来の Hoot ブリッジ。

これらの配置は監査証跡を提供できず、また他の PTT または Voice over IP（VoIP）ネットワーク

とシームレスに統合されません。加えて、IP 配置が提供するモビリティやサービスアビリティを

提供しません。

• 有線またはワイヤレス IP Phone で、あるいは他の IP クライアントで、パケット化された音声を搬

送するために使用される VoIP ネットワーク。これらのクライアントは、PTT サービスと連動しま

せん。

異種ネットワークを使用する組織に対して、Cisco IPICS ソリューションには次の利点があります。

• インシデント管理フレームワークの Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インター

フェイス）：運用とコマンドと制御に関連付けられたタスクを容易にします。

• 使いやすいインストール、管理、および運用の機能：より堅牢な IP アプリケーション、デバイス、

および IP ベースのソリューションへの移行経路を可能にして、運用効率をより高めます。

• 効果的なソリューション：配置済みの無線ネットワークまたは従来型の Hoot ブリッジおよびアプ

リケーションに行った投資を守りながら、運用、コマンドおよび制御を簡素化します。

• 効率的な配置：必要な 小のアップグレードで現在の IP インフラストラクチャを利用することで、

総所有コストを減らします。

• 復元性：通信サイロおよびシングル ポイント障害を排除します。

Cisco IPICS のコンポーネント
Cisco IPICS 配置には、真の相互運用性とコラボレーションを可能にするためのいくつかのハードウェ

アおよびソフトウェア コンポーネントが含まれます。コンポーネントには、Cisco IPICS サーバおよび 
IDC などの新製品や、Land Mobile Radio（LMR; 陸上移動無線）、Cisco ゲートウェイ、および VoIP 
などの既存のテクノロジーがあります。配置では、チャネル混合のために Router Media Service

（RMS）の機能を使用するなど、既存のテクノロジーの応用も採用します。

図 1-1 に、Cisco IPICS 配置の主要コンポーネントを示します。
1-2
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第 1 章      Cisco IPICS の概要

Cisco IPICS のコンポーネント
図 1-1 Cisco IPICS のコンポーネント

表 1-1 には、Cisco IPICS コンポーネントの概要説明を示します。このマニュアルの他の章に、これら

のコンポーネントのいくつかの使用および設定に関するより詳細な情報があります。また、シスコで

は、Cisco IPICS の配置で使用されるシスコ コンポーネントを詳細に説明する多種多様な技術マニュア

ルおよびユーザ マニュアルを提供しています。これらのマニュアルには、コンポーネントの設置、設

定、運用、管理、保守、およびトラブルシューティングについての情報が記載されています。

バージョンおよび互換性については、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。
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表 1-1 Cisco IPICS コンポーネントの概要

コンポーネント 説明

Cisco IPICS サーバ Cisco IPICS システムの基幹機能を提供します。Cisco IPICS サーバ ソフト

ウェアは、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアは、所定の Cisco Media 
Convergence Server（MCS）プラットフォームおよび Cisco Multiservices 
Platforms（MSP）の Cisco Linux オペレーティング システム（Red Hat Linux 
ベース）上で動作します。

• ユーザ、チャネル、および Virtual Talk Group（VTG; 仮想トーク グルー

プ）のための動的リソースを管理できるインシデント管理フレームワーク

の GUI である Cisco IPICS 管理コンソールをホストします。

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

• 設定および処理データを格納します。

• RMS コンポーネント、IDC、Cisco Unified IP Phone、Cisco Unified 
Communications Manager、Cisco IOS SIP ゲートウェイなどのさまざまな

メディア リソースとの統合を可能にします。
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第 1 章      Cisco IPICS の概要

Cisco IPICS のコンポーネント
IPICS Dispatch 
Console（IDC）

PC ベースのソフトウェア アプリケーション。IDC は、エンドユーザ、派遣人

員、および管理者が IP ネットワーク経由で 1 つ以上のトーク グループまたは 
VTG に同時に参加できるようにするスタンドアロン オーディオ アプリケー

ションで構成されます。IDC を使用すると、直観的に理解できるインターフェ

イスにより、ユーザは 1 つまたは複数の PTT チャネルまたは VTG を同時にモ

ニタしてそれらに参加できます。

IDC アプリケーションは 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。また、Cisco IPICS が IDC の設定データを管理します。この

管理されたクライアント アプローチにより、Cisco IPICS 配置のサポートは簡

単になります。

Cisco IPICS ディスパッチャは、チャネルおよび VTG を IDC ユーザに割り当

てます。

Cisco IPICS Mobile 
Client

Apple iPhone 用のアプリケーションで、iPhone を使用して Cisco IPICS イン

シデントの他の参加者と対話することができます。

Router Media 
Service（RMS）

選択した Cisco ルータ上でメディア サービスを有効にし、次の機能を実現しま

す。

• 2 つ以上の VTG を組み合せるために必要な機能を提供。

• VTG をサポートするためのマルチキャスト チャネル ミキシング（Cisco 
Hoot & Holler 機能を使用）。

• マルチキャスト、ユニキャスト、TDM、および SIP エンドポイントのた

めに PTT メディア収束を可能にする。

• ブランチ サーバ ベースのメディア サービスの保守および管理のオーバー

ヘッドを排除。

• WAN 帯域幅の 適化が可能。

• 他の主要なルータ機能との統合。

SIP プロバイダー Cisco IPICS ポリシー エンジンとの間のコールを処理します。

LMR ゲートウェイ LMR ゲートウェイは、無線チャネルおよびトーク グループを 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。

LMR ゲートウェイの機能は、特定のバージョンの Cisco IOS ソフトウェアで

使用できます。

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、ワイヤレ

ス アクセス ポイント、およびブリッジが含まれます。

Cisco Unified IP 
Phone

Cisco IPICS は、Cisco Unified IP Phone の一部のモデルを統合します。これらの

電話機のユーザは、Cisco Unified Communications Manager または Cisco 
Unified Communications Manager Express（サポート バージョンの Cisco IOS ソ
フトウェアにそれがバンドルされているとき）の電話機サービスとして Cisco 
IPICS が設定されている場合に、参加するチャネルのリストから 1 つのチャネル

を選択できます。

表 1-1 Cisco IPICS コンポーネントの概要（続き）

コンポーネント 説明
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Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項

この章では、Cisco IPICS ソリューションの一部となる可能性がある、さまざまなコンポーネントや機

能について説明します。この情報は、Cisco IPICS の配置におけるアイテムの相互運用方法を理解する

ために役立ちます。

この章は、次の項で構成されています。

• 「ルータ メディア サービス」（P.2-1）

• 「Cisco IPICS の SIP プロバイダーとの統合」（P.2-29）

• 「IDC ダイヤラ設定と Unified Communications プラットフォームとの統合」（P.2-35）

• 「Cisco IPICS Mobile Client for Apple iPhone」（P.2-38）

• 「Cisco Unified IP Phone」（P.2-47）

• 「テキスト /スピーチ」（P.2-48）

• 「ビデオの考慮事項」（P.2-53）

• 「通知」（P.2-55）

ルータ メディア サービス
Cisco IPICS ソリューションでは、サポートされる 1 台または複数の Cisco IOS ルータを使用して、

Router Media Service（RMS; ルータ メディア サービス）機能を提供します。

ここでは、RMS について詳しく説明します。

• 「RMS の概要」（P.2-2）

• 「ロケーションの RMS コンポーネント」（P.2-2）

• 「RMS が必要な状況」（P.2-7）

• 「RMS DS0 リソースの割り当て」（P.2-9）

• 「ダイヤル エンジン用のメディア リソース割り当て」（P.2-10）

• 「Virtual Talk Groups」（P.2-11）

• 「リモート IDC ユーザ」（P.2-24）

Cisco IPICS 用の RMS の設定の詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 
4.02』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。

Cisco IPICS が RMS としての使用をサポートしている Cisco IOS リリースの一覧については、『Cisco 
IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。サポートされている各 Cisco IOS リリースに Cisco 
Hoot & Holler 機能が含まれています。
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第 2 章      Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項

ルータ メディア サービス
RMS の概要

RMS の主な役割は、DS0 リソースのループバックによって、メディア ストリームを混合することで

す。RMS のインストール時に、T1 ループバック ケーブルで接続された 1 つ以上のペアの T1 インター

フェイスまたは E1 インターフェイスが必要です。このようなループバック インターフェイスのペア

は、RMS で DS0-Group をタイムスロット マッピングに追加することによって手動で設定します（詳

細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の付録「Configuring the 
Cisco IPICS RMS Component」を参照してください）。Cisco IPICS 管理コンソールを使用して RMS 
を追加する場合、割り当てにループバック ペアを使用できるようになります。正しく設定された RMS 
によって、IPICS サーバによる動的な割り当てに使用できる DS0 ループバック チャネルのリストが作

成されます。

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。

次のシナリオでは、Cisco IPICS サーバが動的に DS0 ループバック ペア（2 つの DS0 チャネル）を割

り当てます。

• リモート ロケーションからの IPICS Dispatch Console（IDC）の認証成功：リモート IDC 接続が

開始されると、IDC は Cisco IPICS サーバへの認証を行います。Cisco IPICS サーバはその後、

IDC ユーザに割り当てられる各チャネル Virtual Talk Group（VTG; 仮想トーク グループ）の DS0 
ループバック ペアを割り当てるように RMS を設定します。IDC は RMS の IP アドレスとチャネ

ルの詳細が含まれる設定情報と、Cisco IPICS サーバが RMS で設定した Plain Old Telephone 
Service（POTS; 一般電話サービス）ダイヤルピア情報を取得します。IDC ユーザがチャネルまた

は VTG をアクティブ化すると、IDC は RMS 内の POTS ダイヤルピアへの SIP コールを発信し、

そのチャネルまたは VTG に接続します。

• VTG のアクティブ化または変更：Cisco IPICS ディスパッチャが RMS に影響を及ぼす VTG 操作

を実行すると、Cisco IPICS サーバが必要に応じて RMS を更新します。たとえば、2 つのチャネ

ルがある VTG がアクティブ化されると、Cisco IPICS サーバはそれぞれのチャネル用に 1 つずつ、

2 つの DS0 ループバック ペアを設定します。この設定には、接続トランクに割り当てられた DS0 
ループバック ペアの対応する側の音声ポートの割り当てが含まれます。

• ダイヤルイン ユーザがチャネルまたは VTG に参加：チャネルまたは VTG に参加するダイヤルイ

ン ユーザの数に関係なく、チャネルまたは VTG ごとに 1 つのシングル DS0 ループバック ペアが

追加されます。

• モバイル クライアント ユーザが Cisco IPICS サーバにログイン：インシデントごとに 1 つのシン

グル DS0 ループバック ペアが使用されます。

ロケーションの RMS コンポーネント

RMS は。マルチキャスト ドメインとして定義された 1 つの Cisco IPICS ロケーションをサポートしま

す。Cisco IPICS 配置で複数のロケーションに RMS 機能が必要とされる場合、このような各ロケー

ションに RMS を設定する必要があります。マルチキャスト アドレス プールには、マルチキャスト ア
ドレスとそれらのポート割り当ての一覧が含まれます。必要に応じて、Cisco IPICS サーバによって 
RMS の設定時にプール内のアドレスが割り当てられます。Cisco IPICS サーバは、使用中のアドレス

と使用可能なアドレスを記録します。

マルチキャスト アドレス プールは、Cisco IPICS サーバで設定されたすべての RMS コンポーネントで

共有されるグローバル リソースです。したがって、設定されたすべての RMS コンポーネントで設定さ

れたすべてのアドレスをサポートするようにネットワークを設定する必要があります。IPICS サーバ

は、同じロケーション内のすべての RMS コンポーネントでロード バランスを試行します。このため、
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サーバで複数の RMS が設定されている場合、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 
4.0(2)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」に従って、各 RMS を設定することが

重要です。

次の情報がロケーションに追加されます。

• チャネルがロケーションに関連付けられます。

• VTG は複数のロケーションにまたがることができるグローバル リソースです。

• 複数のロケーションのユーザをチャネルに割り当てることができますが、ユーザ認証時にユーザが

目的のロケーションを選択する必要があります。チャネル リソースは、選択されたロケーション

に基づいて割り当てられます。

複数ロケーションの例

Cisco IPICS および RMS コンポーネントが複数のロケーションで機能する例として、次のシナリオを

考えます。

• ユーザ A がサイト 1 ロケーションにいて、緊急 VTG に割り当てられている。

• ユーザ B がサイト 2 ロケーションにいて、緊急 VTG に割り当てられている。

• チャネル EMT1 がサイト 1 ロケーションにある。

• チャネル EMT2 がサイト 2 ロケーションにある。

• 緊急 VTG がチャネル EMT1 とチャネル EMT2 の両方に割り当てられている。

• RMS 1 がサイト 1 ロケーションにある。

• RMS 2 がサイト 2 ロケーションにある。

Cisco IPICS ディスパッチャが緊急 VTG をアクティブ化すると、Cisco IPICS サーバは VTG にマルチ

キャスト アドレス プールのマルチキャスト アドレスを割り当てます。また、RMS 1 および RMS 2 の 
DS0 ループバック リソースも設定します。

これにより、VTG を使用して両方のロケーションのユーザが通信できます。このシナリオでは、両方

のロケーション間のマルチキャスト接続が存在している必要があることに注意してください。両方のロ

ケーションが孤立したマルチキャスト ドメインにある場合、ロケーション間のマルチキャスト トラ

フィックをルーティングする方法が必要です。関連情報については、「複数サイト モデル」（P.7-2）を

参照してください。

RMS の設定例

次に、2 つのチャネルが含まれる VTG がアクティブ化されるときに、Cisco IPICS サーバによって 
RMS 内に設定される内容の例を示します。この例では、RMS が Police チャネル上の音声を受信して 
VTG マルチキャスト アドレスに送信でき、VTG マルチキャスト アドレス上の音声を受信して Police 
チャネルに送信できます。この例の意味は、次のとおりです。

• VTG には Combined という名前が付けられ、マルチキャスト IP アドレスが 239.192.21.79:21000 
になります（このアドレスは、マルチキャスト プールで設定されたアドレス範囲から VTG に動的

に割り当てられます）。

• Police チャネルの IP アドレスは 239.192.21.64:21000 です。

• Fire チャネルの IP アドレスは 239.192.21.65:21000 です。

• DS0 ループバックの片側、0/2/0:3 には、VoIP ダイヤル ピアの宛先パターンにマッピングされる

接続トランク（90929093）が割り当てられます。このダイヤル ピアには、セッション ターゲット 
239.192.21.79:21000（VTG マルチキャスト アドレス）があります。
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• DS0 ループバックの反対側、0/2/1:3 には、VoIP ダイヤル ピアの宛先パターンにマッピングされ

る接続トランク（90929193）が割り当てられます。このダイヤル ピアには、セッション ターゲッ

ト 239.192.21.64:21000（Police チャネル マルチキャスト アドレス）があります。

次の Cisco IOS 設定の出力は、Combined VTG への Police チャネルの追加をサポートする Cisco IPICS 
サーバでの RMS 設定を示しています。

dial-peer voice 90929093 voip
description #0/2/0:3#1164200525742# INUSE 284
destination-pattern 90929093
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.79:21000
codec g711ulaw
no vad

voice-port 0/2/0:3
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929093
description #0/2/0:3#1164200525742# INUSE 284

voice-port 0/2/1:3
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929193
description #0/2/1:3#1164200525742# INUSE 284

dial-peer voice 90929193 voip
description #0/2/1:3#1164200525742# INUSE 284
destination-pattern 90929193
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.64:21000
codec g711ulaw

次の Cisco IOS 設定の出力は、Combined VTG への Fire チャネルの追加をサポートする Cisco IPICS 
サーバでの RMS 設定を示しています。

dial-peer voice 90929094 voip
description #0/2/0:4#1164200525776# INUSE 285
destination-pattern 90929094
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.79:21000
codec g711ulaw
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no vad

voice-port 0/2/0:4
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929094
description #0/2/0:4#1164200525776# INUSE 285

voice-port 0/2/1:4
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929194
description #0/2/1:4#1164200525776# INUSE 285

dial-peer voice 90929194 voip
description #0/2/1:4#1164200525776# INUSE 285
destination-pattern 90929194
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.65:21000
codec g711ulaw
no vad

次の Cisco IOS 設定の出力は、リモート ロケーションを使用する Police チャネルと Fire チャネルの接

続の両方に割り当てられた IDC ユーザをサポートする Cisco IPICS サーバでの RMS 設定を示していま

す。この設定では、IDC でユニキャスト接続を使用して RMS と通信できます。RMS は、IDC から受

信したユニキャスト ストリームを DS0 ループバックを介してマルチキャスト アドレスに転送します。

RMS マルチキャスト アドレスに対して受信するパケットは、ユニキャスト ストリームとして DS0 
ループバックを介して受信側の IDC デバイスに転送されます。

この Cisco IOS 設定の出力は、Police チャネルに関するものです。

dial-peer voice 909290914 voip
description #0/2/0:14#1164659525783# INUSE 295
destination-pattern 909290914
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.64:21000
codec g711ulaw
no vad

voice-port 0/2/0:14
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
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lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 909290914

voice-port 0/2/1:14
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
description #0/2/1:14#1164659525783# INUSE 295

dial-peer voice 909291914 pots
description #0/2/1:14#1164659525783# INUSE 295
destination-pattern 1990000275909291914
port 0/2/1:14

この Cisco IOS 設定の出力は、Fire チャネルに関するものです。

dial-peer voice 909290915 voip
description #0/2/0:15#1164659525833# INUSE 296
destination-pattern 909290915
voice-class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.65:21000
codec g711ulaw
no vad

voice-port 0/2/0:15
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 909290915
description #0/2/0:15#1164659525833# INUSE 296

voice-port 0/2/1:15
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
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timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
description #0/2/1:15#1164659525833# INUSE 296

dial-peer voice 909291915 pots
description #0/2/1:15#1164659525833# INUSE 296
destination-pattern 1990000275909291915
port 0/2/1:15

RMS が必要な状況

Cisco IPICS では、ユニキャストとマルチキャスト エンドポイントの間（たとえば、リモート IDC か
らチャネルへ、モバイル クライアントから Cisco IPICS サーバへ、リモート IDC から VTG へ、ダイ

ヤルイン ユーザからチャネルまたは VTG へ）の接続を確立したり、複数のチャネル上のマルチキャス

ト エンドポイント間（たとえば、チャネルから VTG へ、VTG から VTG へ）の接続を確立したりする

には、RMS が必要です。

ただし、RMS DS0 リソースを必要としない接続シナリオもあります。たとえば、図 2-1 に示すよう

に、2 人のマルチキャスト ユーザが RMS DS0 リソースを使用することなく、1 つの Cisco IPICS チャ

ネルで通信できます。次に、ユーザが Cisco IPICS サーバにログインした後、マルチキャスト グルー

プ 239.192.21.64 を使用して、Metro Police チャネルの情報を受信する例を示します。ユーザが Metro 
Police チャネルをアクティブ化した場合、RMS DS0 リソースを使用することなく、通信できるように

なります。

図 2-1 単一の Cisco IPICS チャネル

LMR ゲートウェイと LMR ユーザをこのシナリオに追加する場合、RMS DS0 リソースは必ずしも必要

ではありません。LMR ユーザが他のユーザと同じチャネルを使用するように静的に設定すると、

図 2-2 に示すように、すべてのユーザが RMS DS0 リソースを使用することなく通信できます。
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図 2-2 LMR ゲートウェイがある単一の Cisco IPICS チャネル 

もう 1 つの例として、2 つのチャネルに 2 組のユーザがいるシナリオでは、チャネル間に通信が不要な

場合、RMS DS0 リソースを使用しません。図 2-3 に示すシナリオでは、RMS DS0 リソースを使用し

て、Metro Police ユーザが互いに通信でき、Metro Fire ユーザが互いに通信できます。このシナリオで

は、Metro Police ユーザと Metro Fire ユーザの間に通信が存在していないため、RMS リソースが必要

です。

図 2-3 複数の Cisco IPICS チャネル
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RMS DS0 リソースの割り当て

特定のユーザのみが VTG を使用して通信できる VTG を作成できます。この場合、VTG にチャネルが

含まれず、RMS DS0 リソースを使用しませんが（リモート ロケーションを使用して接続する IDC 
ユーザが存在しない場合）、マルチキャスト プールからマルチキャスト アドレスを使用します。

VTG に LMR エンドポイントを必要な場合、IDC または電話機のユーザのためのチャネルに加えて、

各 LMR チャネルを VTG に追加する必要があります。ユーザが VTG に追加されていないが、VTG 内
のチャネルがある場合、ユーザは VTG との送受信を行えます。

リモート ロケーションを使用して IDC での認証に成功すると、RMS は DS0 ペアを認証済みの IDC 
ユーザに割り当てられた各チャネルまたは VTG に割り当てます（詳細については、「リモート IDC 
ユーザ」（P.2-24）を参照してください）。

表 2-1 に、RMS リソースが割り当てられるさまざまなシナリオを示します。

RMS DS0 の要件の詳細については、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。

DSP チャネルの 適化と割り当て

DS0 チャネルと DSP チャネルを 適化するには、次の推奨事項に従ってください。

• Digital Signal Processor（DSP; デジタル シグナル プロセッサ）を共有できるようにするために

は、まず dspfarm を有効にして、さらに、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 を有効にする場合、特定の音声カードを DSP リソース プールに追加します。この設定で

は、搭載されている DSP リソースを複数のインターフェイス カードで共有できます（DSP は、デ

ジタル モジュールまたはデジタル 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。

実際の設定に必要な DSP の計算については、『High-Density Packet Voice Digital Signal Processor 
Modules』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps3115/products_qanda_item0900aecd8016c6ad
.shtml

表 2-1 RMS リソースの割り当て

シナリオ

マルチキャスト アドレス プール

からのマルチキャスト アドレス RMS DS0 ペア

チャネルのあるアクティブな 
VTG

あり VTG 内のチャネルごとに 1 つ

VTG 内に存在しないチャネル なし なし

ユーザのみが存在する VTG あり なし

リモート IDC なし 割り当てられたチャネルまたは 
VTG ごとに 1 つ

モバイル クライアント なし 割り当てられたインシデントご

とに 1 つ
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DSP ファームの設定の詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の

付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。

ハードウェア構成とサポートされる音声ストリームの例

ここでは、Cisco IPICS で使用するためのさまざまなハードウェア構成と、サポート可能な多数の音声

ストリームの例を示します。

Cisco 2811 をマザーボードに搭載された 1 つの T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface
（VWIC-2MFT-T1/E1）カードで使用する場合は、カードが T1 モード用に設定されている場合、 大 
24 ペアの DS0 チャネルを使用できます。カードが E1 モード用に設定されている場合、 大 30 の DS0 
チャネルを使用できます。サポートされる音声ストリームの数は、使用する構成に基づいて変わりま

す。たとえば、1 つの 64 チャネル高密度 Packet Voice/Fax DSP Module（PVDM2-64）が搭載されて

いると、G.711 u-law コーデックを使用する場合、 大 32 ペアの音声ストリームがサポートされます。

when using the  G.729 u-law コーデックを使用する場合、PVDM2-64 で 16 ペアの音声ストリームがサ

ポートされます。この場合、1 つの PVDM2-64 で T1 回線上のすべてのペアの DS0 チャネルの完全な

利用はサポートされません。

Cisco 2811 では、次のオプションも使用できます。

• 2 つの PVDM2-64 モジュール（合計 128 チャネルに対応）が搭載され、マザーボードに取り付け

られた 3 つの VWIC-2MFT-T1/E1 インターフェイス。

• 4 つの PVDM2-64 モジュール（合計 256 チャネルに対応）、および 2 つの VWIC-MFT-T1/E1 イン

ターフェイス カードが搭載された、1 つの T1/E1 High Density Digital Voice Network Module
（NM-HDV2-2T1/E1）。

（注） Cisco IPICS 配置用にルータ ハードウェアを発注する前に、配置のための完全なサポートを確保するた

めに、使用するインターフェイス モジュールとコーデックの構成に基づいて必要な DS0 チャネルの数

と DSP 要件を判断することを推奨します。たとえば、E1 接続用に T1/E1 カードを設定する場合、150 
ペアの DS0 チャネルおよび 384 DSP リソースがサポートされます。使用するコーデックに基づいて、

この DSP リソースでは 96 G.729 音声ストリームまたは 150 G.711 音声ストリームをサポートできま

す。

Cisco インターフェイスおよびモジュールの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/prod_module_category_home.html

ダイヤル エンジン用のメディア リソース割り当て

ユーザが Cisco IPICS ダイヤル エンジンにダイヤルインする場合、ユーザは SIP ベースの（ユニキャ

スト）接続を介してシステムにアクセスし、Cisco IPICS サーバへのメディア接続を確立します。ユー

ザがチャネルまたは VTG に参加する場合、Cisco IPICS は RMS 上の T1 ループバック（DS0）リソー

スを設定し、Cisco IPICS サーバから割り当てられたループバックへのマルチキャスト接続を有効にし

ます。このループバック設定によって、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。

このマルチキャスト接続は、チャネルまたは VTG を選択するダイヤルイン ユーザの数に関係なく、

チャネルまたは VTG に対して一度確立されます。 後のダイヤルイン ユーザがチャネルまたは VTG 
から接続を解除すると、RMS 内でリソースが解放され、使用できるようになります。
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ダイヤルイン ユーザが Cisco IPICS サーバ上のメディア ドライバへのユニキャスト メディア接続を確

立すると、次のようにポリシー エンジンがマルチキャスト ストリームを送受信します。

1. ダイヤルイン ユーザが認証に成功し、リソースを選択すると、Cisco IPICS はユーザに対して 
RMS 内の DS0 ループバックを割り当て、マルチキャスト プールからマルチキャスト アドレスを

割り当てます。次に、さらにダイヤルイン ユーザが同じリソースを選択する場合に、Cisco IPICS 
サーバが同じマルチキャスト アドレスの使用を継続できるように、Cisco IPICS はマルチキャスト 
アドレスで Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコ

ル）への参加処理を実行します。

2. ダイヤルイン ユーザが電話機の 1 を押し、通話を開始すると、Cisco IPICS は選択したリソースの

マルチキャスト アドレスに音声を送信します。

3. RMS はマルチキャスト パケットを受信すると、マルチキャスト プールから割り当てられたマルチ

キャスト アドレスにパケットを転送します。Cisco IPICS はそのマルチキャスト音声ストリームを

受信し、ユニキャスト ストリームとして、そのリソース選択したすべてのダイヤルイン ユーザに

転送します。

Virtual Talk Groups

Virtual Talk Group（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。一時的なチャネル内の VTG には、次のメン

バーのあらゆる組み合わせが含まれます。

• チャネル

• チャネル グループ

• ユーザ

• ユーザ グループ

• その他の VTG

Cisco IPICS 管理者は Cisco IPICS チャネルを作成し、それぞれにマルチキャスト アドレスを割り当て

ます。Cisco IPICS ディスパッチャは、必要に応じて VTG を作成します。ディスパッチャが VTG を作

成すると、Cisco IPICS サーバによって自動的にマルチキャスト プールから使用できるアドレスが 
VTG に割り当てられます。VTG がマルチキャスト プールからアドレスを動的に割り当てられる間に、

VTG によって使用されるアドレス範囲外のスタティック アドレスとしてチャネルが設定されます。

VTG では、異なるマルチキャスト アドレスを割り当てられたエンドポイント間（アクティブ化された

異なるチャネルを持つエンドポイントなど）の通信が可能です。VTG で異なるマルチキャスト アドレ

スを持つ 2 つ以上のエンドポイント間の容易な通信が有効になっている場合、RMS では各チャネルの

マルチキャスト ストリームをブリッジするか、または混在させる必要があります。この VTG シナリオ

では、Cisco IPICS サーバが VTG 内の各チャネルにループバック音声ポートを割り当てます。

たとえば、ディスパッチャが Combined という名前の VTG を作成し、この VTG に Police チャネルと 
Fire チャネルがメンバーとして含まれるとします。また、LMR police ユーザが常に Police チャネルに

送信し、LMR fire ユーザが常に Fire チャネルに送信するように、各 LMR 音声ポートがマルチキャス

ト アドレスで静的に設定されるとします。Police チャネルと Fire チャネルの間の通信を提供するには、

RMS でこれらのチャネルからのマルチキャスト ストリームをブリッジする必要があります。

この例では、ユーザが Police チャネル（チャネル 1）で通話する場合、RMS ルータがマルチキャスト 
ストリームを Fire チャネル（チャネル 2）および VTG チャネルにブリッジします。ユーザがチャネル 
2 または TG チャネルで通話する場合に、RMS は同様の処理を実行する必要があります。図 2-4 を参

照してください。
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図 2-4 VTG チャネルの混合

RMS は図 2-5 に示すように、T1 ループバック ケーブルで接続される T1 または E1 インターフェイス

を使用して、メディアの混合を実現します。

図 2-5 RMS

このシナリオでは、Cisco IPICS サーバによって、チャネルの混合に使用する RMS ルータから 2 つの 
DS0 ペアが自動的に選択されます。また、Cisco IPICS サーバは関連付けられた音声ポートとダイヤル 
ピアも設定します。

さらにこの例では、次のように Cisco IPICS でタイムスロット 10 および 14 を選択するとします。

T1 0/0:10 --------------T1 0/1:10 
VTG Combined San Jose Police
239.192.21.79 239.192.21.64

T1 0/0:14 --------------T1 0/1:14 
VTG Combined San Jose Fire
239.192.21.79 239.192.21.65

また、Cisco IPICS ディスパッチャで次のユーザおよびチャネルを Combined VTG チャネルに配置す

るとします。

• チャネル：

– Police

– Fire
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• ユーザ：

– ユーザ 1

– ユーザ 2

– ユーザ 3

– ユーザ 4

ディスパッチャがこの VTG をアクティブ化すると、Cisco IPICS は RMS 上で、選択した T1 DS0 に関

連付けられた音声ポートおよびダイヤル ピアを使用するように Cisco ルータを設定します。図 2-6 と
この図に従った設定例を参照してください。

図 2-6 RMS の設定と管理

次に、このシナリオの設定例を示します。

dial-peer voice 90929090 voip
description #0/0:10#1152296144646# INUSE 16
destination-pattern 90929090
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.79:21000
codec g711ulaw
no vad

!
dial-peer voice 90929190 voip
description #0/1:10#1152296144646# INUSE 16
destination-pattern 90929190
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.65:21000
codec g711ulaw
no vad

!
dial-peer voice 90929092 voip
description #0/0:14#1152296144696# INUSE 18
destination-pattern 90929092
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.79:21000
codec g711ulaw
no vad

!
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dial-peer voice 90929192 voip
description #0/1:14#1152296144696# INUSE 18
destination-pattern 90929192
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.64:21000
codec g711ulaw
no vad 

!
voice-port 0/0:10
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929090
description #0/0:10#1152296144646# INUSE 16

!
voice-port 0/0:14
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929092
description #0/0:14#1152296144696# INUSE 18 

!
voice-port 0/1:10
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 90929190
description #0/1:10#1152296144646# INUSE 16 
!

voice-port 0/0:14
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timeouts teardown lmr infinity
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
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connection trunk 90929192
description #0/1:14#1152296144696# INUSE 18

Cisco Hoot & Holler 機能を使用した RMS 内のチャネルの混合

RMS では Cisco Hoot & Holler 機能を使用して、チャネルを混合します。Cisco Hoot & Holler は、

新の 3 人の通話者が 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です。「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 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/ps6552/products_ios_technology_home.html

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

• マルチキャスト Hoot & Holler のホワイト ペーパー：
http://www.cisco.com/warp/public/cc/so/neso/vvda/hthllr/hhoip_wp.pdf

IP アドレスを RMS 上の音声ポートに関連付けるには、Virtual Interface（VIF; 仮想インターフェイス）

を使用します。図 2-4（P.2-12） の例では、RMS がチャネル Police（239.192.21.64）、Fire
（239.192.21.65）、および Combined VTG（239.192.21.79）に参加します。

IP を経由する Cisco Hoot & Holler の配置では、VTG のすべての参加者が同時に通話できますが、

ルータ上のさまざまなソースからの音声パケットがルータに到着すると、IOS 調停アルゴリズムで 新

の 3 つのアクティブな音声ストリームのみが選択され、ルータ DSP で混合されます。その他の音声ス

トリームが存在する場合、ルータはラウンドロビン調停アルゴリズムを使用して、 長の送話者をド

ロップします。図 2-7 を参照してください。

図 2-7 音声ストリームの混合

表 2-2 に、チャネルに 4 人のアクティブ ユーザがいる VTG での混合の仕組みを示します。

表 2-2 混合の例

イベント 備考

ユーザ A が通話を開始する。 1 人のユーザが通話します。

ユーザ B とユーザ C がユーザ A に参加する。 3 人のユーザが同時に通話します。

各ルータの Cisco IOS 調停エンジンが 3 つの音声

ストリームを受信します。
2-15
Cisco IPICS Release 4.0(2) 用のソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

OL-24067-01-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6552/products_ios_technology_home.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk828/tsd_technology_support_protocol_home.html
http://www.cisco.com/warp/public/cc/so/neso/vvda/hthllr/hhoip_wp.pdf


 

第 2 章      Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項

ルータ メディア サービス
Cisco IPICS エンドポイントのシナリオ

Cisco IPICS ディスパッチャが Combined VTG をアクティブ化すると（図 2-3（P.2-8））、Cisco IPICS 
は Police チャネル、Fire チャネル、および Combined VTG チャネルを混合するように RMS ルータを

設定します。VTG に追加されたユーザに対して、IDC または Cisco Unified IP Phone に新しい 
Combined VTG チャネルが表示されます。LMR エンドポイントにはユーザが関連付けられていませ

ん。LMR チャネルは静的に設定されるため、LMR ユーザは、LMR チャネルと同じマルチキャスト ア
ドレスで設定された Cisco IPICS チャネルのみで送受信します。LMR ユーザは、その LMR ユーザの

チャネルが VTG 内にある場合、同じチャネルを使用していないエンドポイントのみで他のチャネルま

たはユーザと通信できます。

図 2-8 に、4 人のユーザが Police チャネルと Fire チャネルを非アクティブ化し、Combined VTG チャ

ネルをアクティブ化しているシナリオを示します。

他の 3 人のユーザが通話を継続している間に、

ユーザ D が通話を開始する。

各ルータの Cisco IOS 調停エンジンが 4 つの音声

ストリームを受信します。

このアルゴリズムでは、DSP に 大 3 つの音声

ストリームを存在させることができます。 長の

送話者であるユーザ A からの音声ストリームを

ドロップし、ユーザ D を既存のストリームに追

加します。

このとき、DSP 内の音声ストリームは、ユーザ 
B、ユーザ C、およびユーザ D からの音声スト

リームです。

2 秒後、4 人のユーザ全員がまだ通話している。 現在の 長の送話者であるユーザ B がドロップ

され、ユーザ A が追加されます。

このとき、DSP 内の音声ストリームはユーザ C、

ユーザ D、およびユーザ A からの音声ストリー

ムです。

2 秒後、4 人のユーザ全員がまだ通話している。 現在の 長の送話者であるユーザ C がドロップ

され、ユーザ A が追加されます。

このとき、DSP 内の音声ストリームはユーザ D、

ユーザ A、およびユーザ B からの音声ストリー

ムです。

すべてのユーザが通話を継続している。 現在の 長の送話者のドロップと他のユーザの追

加の 2 秒ごとのラウンドロビン プロセスは続行

します。

表 2-2 混合の例（続き）

イベント 備考
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図 2-8 マルチキャスト グループのメンバーシップ

ユーザが Police チャネルと Fire チャネルを非アクティブ化し、Combined VTG チャネルをアクティブ

化している場合、そのエンドポイントは Police チャネルと Fire チャネルに対して Internet Group 
Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）の leave メッセージを送信

し、Combined VTG チャネルに対して IGMP join メッセージを送信します。LMR 音声ポート チャネ

ルは静的に設定され、VIF は設定されたマルチキャスト グループにすでに参加しています。図 2-9 に
示すように、ユーザ A が送信すると、システムはマルチキャスト配信ツリーを介して、統合されたグ

ループに参加している各エンドポイントと、音声を混合して VTG 内のチャネルに送信する RMS に、

マルチキャスト パケットを送信します。

IP

IP

IP Multicast-
Enabled Network

R2
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R1
Joined 65, 79

Joined 64, 65, 79

R3
Joined 64, 79

23
75

33
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IDC User: User A
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239.192.21.79

IDC User: User C
Channel: Combined
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User: PIT User D
Channel: Combined

239.192.21.79

Cisco IPICS
Server

E&MLMR 1
239.192.21.64

Police
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Fire

RMS
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図 2-9 VTG チャネルの送信

図 2-10 に示すように、RMS ルータが Combined VTG チャネルを経由したトラフィックを受信すると、

このチャネルを Police チャネルおよび Fire チャネルと混合し、混合されたストリームを LMR エンド

ポイントに転送します。
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図 2-10 VTG チャネルの Police チャネルおよび Fire チャネルへの転送

LMR Police ユーザが送信する場合、このマルチキャスト チャネルに参加している他のエンドポイント

のみが RMS ルータです。マルチキャスト配信ツリーがマルチキャスト音声トラフィックを、Fire チャ

ネルと Combined VTG チャネルが混合され、VTG 内の他のエンドポイントに転送される RMS に転送

します。図 2-11 を参照してください。
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図 2-11 LMR マルチキャスト トラフィック フロー

図 2-12 に、Fire チャネルと Combined VTG チャネルの 2 つのチャネルがアクティブなユーザ C を示

します。

図 2-12 2 つのアクティブなチャネルでのトラフィック フロー
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ユーザ C が 2 つのチャネル（Fire と Combined VTG）をアクティブ化しているため、2 つのマルチ

キャスト グループが IGMP を介して結合されます。その結果、Combined VTG 内のエンドポイントが

送信する場合、ユーザ C が、送信されたパケットを 2 回受信します（この場合、重複パケットによっ

て音声品質の問題が発生する可能性があります。このシナリオを避けるように注意してください）。

VTG 内に LMR エンドポイントがない場合、VTG には RMS DS0 リソースが不要です。たとえば、あ

る金融機関に Stocks という名前の 1 つの Cisco IPICS チャネルと Bonds という名前の 1 つのチャネル

が存在するとします。Stocks チャネルに関連付けられたユーザは互いに通信でき、Bonds チャネルに

関連付けられたユーザは互いに通信できます。図 2-13 に、このシナリオを示します。

図 2-13 LMR エンドポイントがない Cisco IPICS のシナリオ 

ユーザが含まれているものの、チャネルがない VTG が作成される場合、RMS DS0 リソースは不要で

す。この場合に必要なリソースは、マルチキャスト プールからのマルチキャスト チャネルのみです。

IDC ユーザと Cisco Unified IP Phone ユーザは LMR ユーザと異なり、1 つのチャネルに対して静的に

設定されないため、RMS DS0 リソースは不要です。ユーザのみが VTG に配置される場合、IDC また

は電話機に対して VTG が表示されます。VTG がアクティブ化されると、これらのエンドポイントが

単に、Cisco IPICS サーバによって割り当てられた VTG マルチキャスト チャネルに参加します。

図 2-14 を参照してください。
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図 2-14 ユーザのみが存在する VTG

VTG を作成する代わりに、新しいチャネルを作成し、すべてのユーザをそのチャネルに関連付けるこ

とによって、RMS DS0 リソースの消費を回避することもできます。図 2-14 に示す例では、Combined 
という名前のチャネルが存在しています。ユーザの IDC または電話機に Combined VTG チャネルと、

Stocks チャネルまたは Bonds チャネルのいずれかの 2 つのチャネルが表示されます。

ユーザ（たとえば、ユーザ C）が Combined VTG チャネルに参加しないようにする場合は、次のいず

れかの手順を実行します。

• チャネル（Combined という名前を付けることができる）を作成し、ユーザ C 以外のすべてのユー

ザを関連付けます。

• ユーザ C 以外のすべてのユーザが関連付けられた Combined VTG を作成します。

このシナリオの図解は、図 2-15 を参照してください。
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図 2-15 VTG アクセスの制限

Stocks チャネル、Bonds チャネル、ユーザ C 以外のすべてのユーザが含まれる VTG を作成する場合、

ユーザ C 以外のすべてのユーザに対して IDC または電話機に Combined VTG チャネルが表示されま

す。ただし、Stocks チャネルと Bonds チャネルが VTG に含まれるため、ユーザ C は VTG との送受信

を行えます。図 2-16 を参照してください。

図 2-16 省略されたユーザが存在する Combined VTG
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リモート IDC ユーザ

Cisco IPICS マルチキャスト ドメインに接続されていない IDC ユーザは図 2-17 に示すように、Cisco 
IPICS にログインするときに、リモート ロケーションを選択する必要があります。この方法で Cisco 
IPICS にログインする IDC ユーザは、リモート IDC ユーザと呼ばれることもあります。このような

ユーザの例には、サテライト接続または VPN を介したネットワークへの接続の使用などがあります。

図 2-17 リモート IDC ユーザ

リモート IDC ユーザは、マルチキャストを使用して Cisco IPICS ドメインに接続することができませ

ん。代わりに、IDC ユーザは SIP ベースの（ユニキャスト）接続を使用して、RMS に接続します。そ

の後、RMS はユニキャスト ストリームを、リモート IDC ユーザがアクティブ化されたチャネルのマ

ルチキャスト ストリームに混合します。リモート IDC ユーザが Cisco IPICS にログインした後、Cisco 
IPICS サーバはそのユーザに関連付けられたすべてのチャネルに対して RMS 上の DS0 ペアを割り当て

ます。図 2-18 を参照してください。
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図 2-18 タイムスロットの割り当て

Cisco IPICS サーバがリモート IDC ユーザに対してタイムスロット 20 を割り当てるとします。この場

合、Cisco IPICS サーバは、次のように音声ポートとダイヤル ピアを設定します。

マルチキャスト側：239.192.21.64
voice-port 0/0/0:20
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0

timing hangover 80
connection trunk 909090920
description #0/0/0:20#1123534375842# INUSE 92

dial-peer voice 909090920 voip
description #0/0/0:20#1123534375842# INUSE 92
destination-pattern 909090920
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.64:21000
codec g711ulaw
no vad

ユニキャスト側：239.192.21.64
voice-port 0/0/1:20
voice class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay maximum 100

no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
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timing hangover 80
description #0/0/1:20#1123534375842# INUSE 92

dial-peer voice 909091920 pots
description #0/0/1:20#1123534375842# INUSE 92
destination-pattern 8880000081909091920
port 0/0/1:20

Cisco IPICS サーバは音声ポートとダイヤル ピアを設定した後、リモート IDC ユーザに RMS の IP ア
ドレスとユニキャスト接続のための POTS 番号を送信します。図 2-19 を参照してください。

図 2-19 リモート ユーザへの RMS と POTS 番号の提供

チャネルがリモート IDC ユーザによってアクティブになると、リモート IDC では SIP を使用してユニ

キャスト コールを設定します。SIP コールが確立されると、リモート IDC ユーザは Police チャネルと

送受信できます。

このプロセスの例については、次の図を参照してください。

• 図 2-20（P.2-27）、「ユニキャスト接続の設定」

• 図 2-21（P.2-27）、「SIP シグナリング フロー」

• 図 2-22（P.2-28）、「マルチキャスト コール フローへのユニキャスト」

• 図 2-23（P.2-28）、「ユニキャスト コール フローへのマルチキャスト」
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図 2-20 ユニキャスト接続の設定

図 2-21 SIP シグナリング フロー
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図 2-22 マルチキャスト コール フローへのユニキャスト

図 2-23 ユニキャスト コール フローへのマルチキャスト

Cisco IPICS サーバに RMS を追加する場合、RMS ルータのループバック アドレスを使用します。

RMS ルータへのパスがいくつかあり、物理的なインターフェイスが使用される場合、物理的なイン

ターフェイスがダウンするか、到達不能になると、RMS が到達不能になります。Cisco IPICS サーバ

に RMS を追加する際にループバック アドレスが IP アドレスとして使用される場合、そのサーバがこ

の IP アドレスを SIP プロキシ アドレスとして IDC にプッシュします。

（注） 特定の条件を満たす場合、ループバック以外のインターフェイスを使用できます。詳細については、

『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS 
Component」を参照してください。
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Cisco IPICS の SIP プロバイダーとの統合
Cisco IPICS ダイヤル エンジンでは、コールの送受信に SIP プロバイダーが必要です。サポートされる 
SIP プロバイダー（サポートされる Cisco IOS リリースを実行するルータでの Cisco Unified 
Communications Manager または Cisco Unified Communications Manager Express）の一覧について

は、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。

必要とされるダイヤル ピアを正しく設定する方法を判断する場合、RMS ルータを配置トポロジに適合

させる方法を検討することが重要です。次に、主要なガイドラインを示します。

• Cisco IPICS ダイヤル エンジンとの間のすべてのコールが、設定された SIP プロバイダーを経由

• IDC から RMS への IDC 直通ダイヤル コール

• RMS が SIP プロバイダーとなってもよい 

Cisco IPICS の配置はコール フローに応じて変更される可能性があるため、サポートしているコンポー

ネントを正しく設定できるように、コール フローがどのように機能するかを理解することが重要です。

『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』では、RMS と Cisco IOS SIP ゲートウェ

イおよび SIP プロバイダーの設定について説明します。ネットワーク内で SIP プロバイダーを配置す

る方法と、サイトのダイヤル プランで、コンポーネントの設定方法が指示されます。

ここでは、さまざまなシナリオで接続を提供するために Cisco IOS ダイヤル ピアを設定する方法につ

いて説明します。

• 「SIP セッションの要件」（P.2-29）

• 「デフォルト ダイヤル ピアのシナリオ」（P.2-30）

• 「IDC 直通ダイヤル プレフィクスが必要な場合」（P.2-34）

SIP セッションの要件

Cisco IPICS では、SIP セッションに次の要件があります。

• SIP プロバイダーと Cisco IPICS の間の SIP セッションは、次のメディア機能に制限されます。

– コーデックは G.711u-law にすること

– パケット サイズは 20 バイトにすること（G.711 u-law のデフォルト値）

– サンプリング レートは 8000 Hz にすること（G.711 u-law のデフォルト値）

– 電話イベントのペイロードは 101 にすること

• Cisco IPICS が RMS に送信するマルチキャスト パケットには 64 の Time to Live（TTL; 存続可能

時間）が必要です。この値は設定不可能です。64 の TTL が RMS と Cisco IPICS の間の 悪ケー

スのパスに対して十分であることを確認します。

• Real-Time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送プロトコル）、Real-time Transport Control 
Protocol Control Protocol（RTCP）、または Cisco IPICS と SIP プロバイダーの間の SIP トラ

フィックをブロックするファイアウォールを設置することはできません。

• NAT 通過は Cisco IPICS ではサポートされません。Cisco IPICS と RMS の間、または Cisco 
IPICS と SIP プロバイダーの間に NAT を設定することはできません。
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デフォルト ダイヤル ピアのシナリオ

RMS コンポーネントに特定の着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアを設定する必要があります。これ

らの設定は Cisco IOS ゲートウェイまたは Cisco Unified Communications Manager のどちらを使用す

るかに応じて異なります。Cisco IPICS 直通ダイヤル機能を使用する場合、ダイヤル ピアの要件もあり

ます。直通ダイヤル機能のための Cisco IPICS の詳細については、『Cisco IPICS Server Administration 
Guide, Release 4.0(2)』の「Configuring SIP」を参照してください。RMS でのダイヤル ピアの設定の

詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の付録「Configuring the 
Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。

シナリオでのダイヤル ピアの使用

次の図に、複数のシナリオで使用されるダイヤル ピアを示します。

• 図 2-24（P.2-30）、「Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) を使用する配置でのポリシー 
エンジンへのコール」 

• 図 2-25（P.2-31）、「Cisco Unified Communications Manager 7.0(2) を使用する配置でのポリシー 
エンジンからのコール」 

• 図 2-26（P.2-31）、「Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) を使用する配置での IDC 直通

ダイヤル コール」 

図 2-24 Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) を使用する配置でのポリシー エンジンへ

のコール
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図 2-25 Cisco Unified Communications Manager 7.0(2) を使用する配置でのポリシー エンジンから

のコール

図 2-26 Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) を使用する配置での IDC 直通ダイヤル 
コール

コール フローとダイヤル ピアの例

ここでは、可能性のあるコール フロートについて説明し、さまざまなシナリオでのダイヤル ピア設定

の例を示します。

• 「シナリオ 1：ポリシー エンジン < - > SIP < - > Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b)」
（P.2-31）

• 「シナリオ 2：ポリシー エンジン <-> SIP <-> Cisco IOS SIP ゲートウェイ、Cisco Unified 
Communications Manager または Cisco Unified Communications Manager Express なし」（P.2-32）

• 「シナリオ 3：ポリシー エンジン <-> SIP <-> Cisco IOS SIP ゲートウェイ、Cisco Unified 
Communications Manager、Cisco IOS SIP ゲートウェイにない RMS 機能」（P.2-33）

シナリオ 1：ポリシー エンジン < - > SIP < - > Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b)

このシナリオでは、ダイヤル インとダイヤル アウトのために Cisco IPICS と Cisco Unified 
Communications Manager の間の SIP トランクが必要です。また、IDC 直通ダイヤル機能のために、

RMS と Cisco Unified Communications Manager の間の SIP トランクも必要です。

図 2-27 に、このシナリオを示します。
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図 2-27 Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) を使用する配置でのコール 

このシナリオには Cisco IOS SIP ゲートウェイが含まれないため、関連するダイヤル ピア エントリの

みが RMS で設定されます。RMS ダイヤル ピアがリモート IDC 接続と IDC 直通ダイヤル コールに使

用されます。これらのコールは着信ダイヤル ピア 555 と一致します。IDC 直通ダイヤル コールでは、

発信ダイヤル ピア 556 を使用して、SIP トランクを介して Cisco Unified Communications Manager に
ルーティングします。

RMS ダイヤル ピアは次のように設定します。dtmf-relay rtp-nte の設定は、ダイヤル エンジンに

よってコールされる参加者が、Cisco IPICS Telephony User Interface（TUI; テレフォニー ユーザ イン

ターフェイス）に接続するときに DTMF ディジットを入力できるようにするために必要です。

dial-peer voice 555 voip
 voice-class codec 2
 session protocol sipv2
 incoming called-number .
 dtmf-relay rtp-nte 
 no vad
!
dial-peer voice 556 voip
 description sip provider
 destination-pattern .T
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target ipv4:<Cisco Unified Communications Manager 5.1(2b) IP Address>
 session transport tcp
 dtmf-relay rtp-nte

シナリオ 2：ポリシー エンジン <-> SIP <-> Cisco IOS SIP ゲートウェイ、Cisco Unified Communications Manager 
または Cisco Unified Communications Manager Express なし

このシナリオは、目的の SIP コール ルーティングに応じて異なります。適切なダイヤル ピアは、要件

に基づいて設定する必要があります。ほとんどの場合、この設定は、Cisco Unified Communications 
Manager との接続に使用されるダイヤル ピアが、目的のダイヤル パターンおよび宛先を反映されるよ

うに変更されるシナリオ 3 のサブセットです。
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シナリオ 3：ポリシー エンジン <-> SIP <-> Cisco IOS SIP ゲートウェイ、Cisco Unified Communications Manager、
Cisco IOS SIP ゲートウェイにない RMS 機能

シナリオでは、Cisco IOS SIP ゲートウェイが SIP プロバイダーで、RMS が個別のルータです。

図 2-28 に、このシナリオを示します。

図 2-28 Cisco IOS SIP ゲートウェイと Cisco Unified Communications Manager を使用する配置で

のコール、Cisco IOS SIP ゲートウェイにない RMS 機能

このシナリオのダイヤル ピアの設定例は、次のことが前提となっています。

• Cisco Unified Communications Manager に接続される電話機には 5 桁の内線番号があります。

• PSTN およびその他の Cisco Unified Communications Manager サーバへの発信コールは、

Cisco Unified Communications Manager サーバで 9 および 8 を使用してルーティングされます。

• ops ビューでダイヤル エンジンに到達するために使用するダイヤル番号は、251 で始まる 5 桁の番

号です。

• 直通ダイヤル プレフィクスがないため、変換ルールは不要です。

このシナリオは、次のタイプのコールに対応します。

• IDC リモート（RMS での着信ダイヤル ピア 555）

• Cisco Unified Communications Manager からのコール（Cisco IOS SIP ゲートウェイでの着信ダイ

ヤル ピア 555、発信ダイヤル ピア 25100）

• Cisco IOS SIP ゲートウェイを介したダイヤル エンジンから Cisco Unified Communications 
Manager への SIP コール（Cisco IOS SIP ゲートウェイでの着信ダイヤル ピア 555、発信ダイヤル 
ピア 25000.8000 および 9000）

• Cisco IOS SIP ゲートウェイへの RMS を介した Cisco Unified Communications Manager への IDC 
直通ダイヤル（RMS 着信ダイヤル ピア 555、RMS 発信ダイヤル ピア 556、Cisco IOS SIP ゲート

ウェイ着信ダイヤル ピア 555、Cisco IOS SIP ゲートウェイ発信ダイヤル ピア 557）

RMS ダイヤル ピアは次のように設定します。

（注） 複数の RMS コンポーネントが存在する場合、それぞれに SIP プロバイダーへの接続をサポートする発

信ダイヤル ピアが必要です。
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dial-peer voice 555 voip
 voice-class codec 2
 session protocol sipv2
 incoming called-number .
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
!
dial-peer voice 556 voip
 destination-pattern .T
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target ipv4:<Cisco IOS SIP Gateway IP Address>
 session transport tcp
 dtmf-relay rtp-nte

Cisco IOS SIP ゲートウェイ ダイヤル ピアは次のように設定します。

dial-peer voice 555 voip
 voice-class codec 2
 session protocol sipv2
 incoming called-number .
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
!
dial-peer voice 25000 voip
 destination-pattern .....
 voice-class codec 1
 session target ipv4:<Cisco Unified Communications Manager 4.1 IP Address>
 session transport tcp
 dtmf-relay h245-alphanumeric
!
dial-peer voice 9000 voip
 destination-pattern 9T
 voice-class codec 2
 session target ipv4:<Cisco Unified Communications Manager 4.1 IP Address>
 dtmf-relay h245-alphanumeric
!
dial-peer voice 8000 voip
 destination-pattern 8T
 voice-class codec 2
 session target ipv4:<Cisco Unified Communications Manager 4.1 IP Address>
 dtmf-relay h245-alphanumeric
!
dial-peer voice 25100 voip
 destination-pattern 251..
 session protocol sipv2
 session target ipv4:<Cisco IPICS Server IP Address>
 session transport tcp
 dtmf-relay rtp-nte

IDC 直通ダイヤル プレフィクスが必要な場合

直通ダイヤル プレフィクスは、サーバが番号をダイヤルするときに、各直通ダイヤル番号に追加する

オプションのディジット ストリングです。ダイヤル プレフィクスの使用は、ダイヤル プランの競合を

避けるために役立ちます。たとえば、ダイヤル プレフィクス ストリングが 9 で、直通ダイヤルの宛先

番号が 1234 の場合は、番号 91234 をダイヤルします。

IDC 直通ダイヤル機能は常に RMS をプロキシとして使用するため、番号操作が不要なその他のコール

と区別できるように、ダイヤルされたストリングでの番号操作を実行するために一意のダイヤル パ
ターンが必要となる場合があります。
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このような場合、ダイヤル ピアと RMS の変換ルールの組み合わせを導入して、目的の宛先に送信され

る前に、番号を操作することができます。

次の例では、RMS の発信ダイヤル ピアのための変換ルールを設定します。この設定では、直通ダイヤ

ル機能のために直通ダイヤル プレフィクスを使用できます。ほとんどのシナリオでこの設定が必要で

すが、デフォルトでは、次の RMS 設定で削除されるダイヤル プレフィクス 9 を設定できます。

voice translation-rule 1
 rule 1 /^9\(.*\)$/ /\1/
voice translation-profile 1
 translate called 1

dial-peer voice 556 voip
destination-pattern 9T
 translation-profile outgoing 1
 preference 10
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target ipv4:<SIP Provider IP Address>
 session transport tcp
 dtmf-relay rtp-nte

IDC ダイヤラ設定と Unified Communications プラット
フォームとの統合

IDC ダイヤラ機能では、Cisco IPICS ディスパッチャ ロールを持つユーザが PSTN コールを発信およ

び受信でき、PSTN ユーザに VTG、チャネル、またはインシデントをパッチできます。IDC ダイヤラ

では、個別に使用できる 2 つの回線が提供されます。

IDC ダイヤラ機能の設定には、次のような一般的な手順が含まれます。

• Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications Manage Express で
の IDC ダイヤラ エンドポイントの設定

• Cisco IPICS での IDC ダイヤラの設定

IDC ダイヤラを設定するには、次の情報を取得する必要があります。

• 使用する Cisco Unified Call Manager または Cisco Unified Call Manager Express の IP アドレス

• IDC ダイヤラを使用する各 Cisco IPICS ディスパッチャの Directory Number（DN； 電話番号）

• Cisco Unified Call Manager および Cisco Unified Call Manager Express の DN に設定されるユー

ザ名とパスワード

ここでは、IDC ダイヤラ機能の設定情報を提供し、Cisco Unified Communications Manager and Cisco 
Unified Communications Manager Express にこの機能を統合する方法を説明します。

• 「Cisco Unified Communications Manager での IDC ダイヤラ エンドポイントの設定」（P.2-36）

• 「Cisco Unified Communications Manager Express での IDC ダイヤラ エンドポイントの設定」

（P.2-36）

• 「Cisco IPICS 管理コンソールでの IDC ダイヤラの設定」（P.2-37）
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Cisco Unified Communications Manager での IDC ダイヤラ エンドポ
イントの設定

この項では、Cisco Unified Communications Manager で IDC ダイヤラ エンドポイントを設定する方法

を説明します。IDC ダイヤラを使用する各 Cisco IPICS ディスパッチャのこのようなエンド ポイント

を設定する必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager 管理コンソールにログインします。

ステップ 2 次の手順を実行して、IDC ダイヤラ エンド ポイントとなるエンド ユーザを設定します。

a. [User Management] > [End User] を選択します。

b. [Add New] タブを選択します。

c. エンド ユーザを設定します。少なくとも、[User ID]、[Password]、[Confirm Password]、および 
[Last Name] のフィールドに情報を入力します。

d. [Save] をクリックします。

ステップ 3 IDC ダイヤラで必要な DN を電話機に設定するには、次の手順を実行します。

a. [Device] > [Phone] を選択します。

b. [Add New] をクリックします。

c. [Phone Type] ドロップダウン リストから、[Third-Party SIP Device Basic] を選択します。

d. 必要に応じて、設定を行います。

MAC は一意のダミー アドレスにすることができます。

[Owner User ID] フィールドと [Digest User] フィールドで、ステップ 2 で設定した ID を使用する

ように選択します。

[SIP Profile] ドロップダウン リストで、[Standard SIP Profile] を選択します。

e. [Save] をクリックします。

ステップ 4 [Association Information] エリアで、[Line [1] - Add a new DN] をクリックし、使用および設定を保存

する DN の電話機の DN を設定します。

ステップ 5 IDC ダイヤラを使用する Cisco IPICS ディスパッチャごとに、この手順を実行します。

Cisco Unified Communications Manager Express での IDC ダイヤラ 
エンドポイントの設定

次に、Cisco Unified Communications Manager Express で IDC ダイヤラ エンドポイントを設定する例

を示します。IDC ダイヤラを使用する各 Cisco IPICS ディスパッチャのこのようなエンド ポイントを

設定する必要があります。

voice register dn  1
 number 4100
!
voice register pool  2
 id mac 0000.0000.0000
 number 1 dn 2
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 dtmf-relay rtp-nte
 voice-class codec 1
 username dispatch password cisco
 description ipics-idc
!

Cisco IPICS 管理コンソールでの IDC ダイヤラの設定

IDC ダイヤラを使用するには、Cisco IPICS 管理コンソールでいくつかの項目を設定する必要がありま

す。表 2-3 に、これらの項目の概要を示します。設定の詳細については、『Cisco IPICS Server 
Administration Guide, Release 4.0(2)』を参照してください。

また、次のガイドラインに留意してください。

• IDC ダイヤラに関連付けることができる Cisco Unified Communications Manager または Cisco 
Unified Communications Manager Express は一度に 1 つだけです。

• IDC ダイヤラを使用する各 DN と Cisco IPICS ディスパッチャは、関連付けられた Cisco Unified 
Communications Manager または Cisco Unified Communications Manager Express で設定する必要

があります。

• IDC ダイヤラ設定項目が Cisco IPICS 管理コンソールで変更された場合、IDC を再起動するまで変

更が認識されません。さらに、このような変更が行われた場合、IDC ダイヤラは既存のコールをド

ロップします。

IDC では、IDC ダイヤラを使用する特定の設定は不要です。IDC は Cisco IPICS サーバから IDC 設定

を取得します。設定が有効な場合、IDC は Cisco Unified Communications Manager または Cisco 
Unified Communications Manager Express で指定された DN を登録し、ダイヤル パッド領域および

チャネル パッチ領域を有効にします。

表 2-3 Cisco IPICS の管理における IDC 設定項目の概要

設定項目

Cisco IPICS 管理コンソールで

の場所 説明

CUCM ホスト名または IP アド

レス

[Administration] > 
[Options] ウィンドウ > 
[General] タブ

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。

• IDC ダイヤラの電話番号

• エンド ユーザ名

• エンド ユーザのパスワード

• エンド ユーザのパスワード

確認

[Users] > [User Name] リンク > 
[Communications] タブ

 IDC を使用する Cisco IPICS 
ディスパッチャごとの DN 情報。

IDC ダイヤラの電話番号は、
Cisco Unified Communications 
Manager または Cisco Unified 
Communications Manager 
Express で設定された DN に対

応します。

各 DN は、一意にする必要があ

ります。
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Cisco IPICS Mobile Client for Apple iPhone
IPICS Mobile Client は、iPhone を使って Cisco IP Interoperability and Collaboration System（IPICS）
のインシデントの他の参加者とコミュニケーションを取れるようにする Apple iPhone 用アプリケー

ションです。iPhone は、WiFi ネットワークまたは 3G 接続を使って、Cisco Incident app で Cisco 
IPICS と通信できます。このアプリケーションの詳細について、また WiFi 接続を使用する場合の機能

の制限については、『Cisco IPICS Mobile Client for Apple iPhone Reference Guide』を参照してくださ

い。

iPhone をモバイル クライアントとして使用する場合、次のことに注意してください。

• WiFi 接続を使用する場合、Cisco IPICS サーバと RMS コンポーネントがワイヤレス ネットワーク

にアクセス可能である必要があります。

• モバイル クライアントを使用する前に、モバイル クライアントと一緒に使用するすべての Cisco 
IPICS コンポーネントのネットワーク接続を確立する必要があります。

• Incident App PTT 機能は WiFi ネットワークのみでサポートされます。

• 3G 接続を介した写真やビデオ クリップのアップロードは、iPhone で使用している ISP に応じて、

非常に低速になる可能性があります。

• インシデントの一覧やインシデントのリソースの一覧を表示する際、画面の情報は自動で更新され

ます。更新間隔は、Cisco IPCS 管理コンソールの [Administration] > [Options] > [IDC/Client] タ
ブの [IDC Update Poll] オプションで指定します。デフォルトの更新間隔は 5 秒です。

次の項では、関連情報について説明します。

• 「DNS 設定」（P.2-38）

• 「ワイヤレス ネットワークの設定」（P.2-41）

• 「iPhone でのワイヤレス設定」（P.2-46）

DNS 設定

モバイル クライアントは、SSL を使用してサーバと通信します。SSL では、ネットワーク内で DNS が
有効になっている必要があります。

次の項では、ネットワーク内で DNS を設定するために使用できるモデルについて説明します。

• 「イントラネット アクセス モデル」（P.2-38）

• 「インターネット /イントラネット アクセス モデル」（P.2-39）

イントラネット アクセス モデル

ここでは、iPhone でローカル イントラネット上のみの IPICS サーバに接続する場合に DNS を設定す

る方法のガイドラインについて説明します。

• LAN で DNS サーバが設定されていることを確認します。

• Cisco IPICS コンポーネント内の各コンポーネントで、この DNS サーバをホスト名の解決に使用

するように設定します。

• DNS サーバのホスト名を DNS サーバ内のエントリとして設定します。

• IDC クライアント PC で Hosts ファイルを使用して DNS 名の解決をバイパスすることは避けてく

ださい。
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• 各 IDC クライアント PC からホスト名によって Cisco IPICS サーバに ping を実行できることを確

認します。

• IP アドレス割り当てに DHCP を使用している場合、DHCP サーバまたは DCHP サーバとして動作

するワイヤレス コントローラで正しい検索ドメインが設定されていることを確認します。検索ド

メインは自動的には入力されません。

• IP アドレス割り当てに DHCP を使用していない場合、iPhone で正しいドメイン名およびクライア

ント ID が設定されていることを確認します。また、iPhone で IP アドレス、マスク、デフォルト 
ゲートウェイの値に加えて、DNS サーバ アドレスが入力されていることを確認します。iPhone で
のこれらのオプションの設定方法については、「iPhone でのワイヤレス設定」（P.2-46）を参照して

ください。

DHCP サーバではクライアント ID を使用して iPhone を特定の IP アドレスにバインドします。こ

のバインディングによって、iPhone がファイアウォール、ネットワーク内のアクセス制限（アク

セス コントロール リスト）を介して通信できるようになります。クライアント ID を設定しなかっ

た場合、iPhone で Incident app にアクセスできません。

インターネット /イントラネット アクセス モデル

ここでは、iPhone でインターネットおよびローカル イントラネットを介して IPICS サーバに接続する

場合に DNS を設定する方法のガイドラインについて説明します。

• LAN で DNS サーバが設定されていることを確認します。

• Cisco IPICS コンポーネント内の各コンポーネントで、この DNS サーバをホスト名の解決に使用

するように設定します。

• DNS サーバのホスト名を DNS サーバ内のエントリとして設定します。

• IDC クライアント PC で Hosts ファイルを使用して DNS 名の解決をバイパスすることは避けてく

ださい。

• 各 IDC クライアント PC からホスト名によって Cisco IPICS サーバに ping を実行できることを確

認します。

• IP アドレス割り当てに DHCP を使用している場合、DHCP サーバまたは DCHP サーバとして動作

するワイヤレス コントローラで正しい検索ドメインが設定されていることを確認します。検索ド

メインは自動的には入力されません。

• IP アドレス割り当てに DHCP を使用していない場合、iPhone で正しいドメイン名およびクライア

ント ID が設定されていることを確認します。また、iPhone に IP アドレス、マスク、およびデ

フォルト ゲートウェイの値に加えて、DNS サーバ アドレスが入力されていることを確認します。

iPhone でのこれらのオプションの設定方法については、「iPhone でのワイヤレス設定」（P.2-46）
を参照してください。

DHCP サーバではクライアント ID を使用して iPhone を特定の IP アドレスにバインドします。こ

のバインディングによって、iPhone がファイアウォール、ネットワーク内のアクセス制限（アク

セス コントロール リスト）を介して通信できるようになります。クライアント ID を設定しなかっ

た場合、iPhone で Incident app にアクセスできません。

• IP アドレス割り当てのために DHCP サーバを使用していない場合、iPhone で指定可能な IP アド

レス、マスク、およびデフォルト ゲートウェイの値に加えて、DNS サーバ アドレスが入力されて

いることを確認する必要があります。

• モバイル クライアントで 2 つのドメインにアクセスする必要がある場合（1 つはイントラネット、

もう 1 つはインターネット）、モバイル クライアントからの要求をインターネット DNS に転送す

るようにイントラネット DNS を設定する必要があり、要求をイントラネット DNS に転送するよ

うにインターネット DNS を設定する必要があります。
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• Cisco IPICS サーバがインターネットに到達可能で、Web 上で登録された FQDN がある場合、イ

ンターネット DNS を使用してサーバの IP アドレスを解決できます。このようなシナリオでは、

ローカル DNS を、ローカル ISP によって提供された DNS アドレスで設定する必要があります。

また、4.2.2.2 や 8.2.2.2 などの公開 DNS を使用して名前を解決することもできます。

iPhone での DNS 設定

iPhone で DNS 設定を行うには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 iPhone で、[Settings] app を起動します。

ステップ 2 [Wi-Fi] 設定アイコンをタッチして、WiFi がオンになっていることを確認し、iPhone を Cisco IPICS 
サーバを関連付けるために SSID を使用することを選択します。

ステップ 3 SSID 名をタッチし、設定オプションを配置するように選択します。

ステップ 4 [DHCP] タブをタッチし、[Client ID] オプションの [Search Domains] に情報を入力します。

これらのオプションを表示するには、スクロール ダウンが必要になることがあります。

DNS サーバとしての Cisco Multiservices プラットフォーム デバイスの設定

DNS サーバとして SLES 10 を実行している Cisco Multiservice プラットフォーム シリーズ デバイスを

設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 デバイスで、YaST コントロール センターを起動します。

ステップ 2 [Network Services] > [DNS Server] を選択します。

ステップ 3 [DNS Zones] を選択し、ゾーン名を入力して [Add] を選択します。

ステップ 4 追加したゾーンを強調表示し、[Edit] を選択します。

ステップ 5 [Choose Enable Zone Transport] チェックボックスをオンにして、ACL の [any]、[localhosts]、
[localnests] をオンにします。

ステップ 6 [NS Records] を選択します。

ステップ 7 [Name Server to Add] フィールドに DNS サーバの完全修飾ドメイン名を入力し、[Add] をクリックし

ます。

ステップ 8 [Records] を選択します。

ステップ 9 [Record Settings] エリアで、次の操作を行います。

a. [Record key] フィールドに、Cisco IPICS サーバのホスト名を入力します。

b. [Type] フィールドで、[A:] を選択します。

c. [Value] フィールドに、Cisco IPICS サーバの IP アドレスを入力します。

d. [Add] を選択します。
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ステップ 10 [OK] を選択します。

ワイヤレス ネットワークの設定

ワイヤレス ネットワークで iPhone モバイル クライアントを使用すると、主に、Cisco Incident app で 
PTT キーを使用できることと、3G ネットワーク上でビデオ クリップのアップロード速度が大幅に向上

することの 2 つの利点があります。

この項では、主要な 2 つのタイプのワイヤレス ネットワーク（IOS ベースと LWAPP ベース）につい

て説明します。IOS ベースのネットワークでは、1 つの Access Point（AP; アクセス ポイント）と 1 台
のルータを使用します。LWAPP ベースのネットワークは階層化されています。さらに、IOS での実装

には手動の設定が必要ですが、LWAPP での実装では、アクセス ポイントの設定とソフトウェア イ
メージが WLAN コントローラからダウンロードされます。

次の項では、Cisco IPICS の配置におけるさまざまなワイヤレス オプションの設定について説明しま

す。

• 「IOS ベースのワイヤレス設定」（P.2-41）

• 「LWAPP ベースのワイヤレス設定」（P.2-46）

ワイヤレス ネットワークの配置の詳細については、ご使用のワイヤレス コンポーネントのマニュアル

を参照してください。

IOS ベースのワイヤレス設定

IOS ベースのワイヤレス ネットワークでは、ワイヤレス NIC を RMS の一部とするか、またはスタン

ドアロン AP をネットワークに接続して、ワイヤレス接続を確立できます。前者は小規模なサイト配置

や、ワイヤレス ネットワークを迅速に立ち上げる必要がある緊急配置に役立ちます。

ここでは、OS ベースのワイヤレス ネットワークのための 3 つの設定オプションについて説明します。

• 「ワイヤレス ブリッジの設定」（P.2-41）

• 「非ルート ブリッジの設定」（P.2-43）

• 「ISR とワイヤレスを使用する NAT 設定」（P.2-44）

ワイヤレス ブリッジの設定

次の例は、ワイヤレスの実装での Cisco ルータのレイヤ 2 設定を示しています。

aaa new-model
!
!
aaa group server radius rad_eap
 server 20.0.0.1 auth-port 1812 acct-port 1813
!
aaa authentication login eap_methods group rad_eap
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
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!
dot11 ssid airlink2-bridge
   vlan 1
   authentication open 
   authentication key-management wpa
   wpa-psk ascii 0 12345678
!
dot11 priority-map avvid
ip cef
!
!
no ip domain lookup
!
!
bridge irb
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Dot11Radio0/0/0
 no ip address
 !
 encryption vlan 1 mode ciphers tkip 
 !
 ssid airlink2-bridge
 !
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role root bridge
!
interface Dot11Radio0/0/0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no snmp trap link-status
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface Dot11Radio0/0/1
 no ip address
 speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role root
!
interface BVI1
 ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.5
!         
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
radius-server local
  nas 20.0.0.1 key 0 wireless
  user non-root nthash 0 3741A4EE66E1AA56CD8B3A9038580DC9
!
radius-server host 20.0.0.1 auth-port 1812 acct-port 1813 key wireless
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!
control-plane
!
bridge 1 route ip
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
!
!
webvpn context Default_context
 ssl authenticate verify all
 !
 no inservice
!
end

非ルート ブリッジの設定

次の例は、ワイヤレスの実装での Cisco ルータのレイヤ 3 設定を示しています。

no aaa new-model
!
resource policy
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
!         
dot11 ssid airlink2-bridge
   vlan 1
   authentication open 
   authentication key-management wpa
   wpa-psk ascii 0 12345678
!
dot11 priority-map avvid
ip cef
!
!
bridge irb
!
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface Dot11Radio0/1/0
 no ip address
 !
 encryption vlan 1 mode ciphers tkip 
 !
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 ssid airlink2-bridge
 !
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role non-root bridge
!
interface Dot11Radio0/1/0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no snmp trap link-status
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
!
interface BVI1
 ip address 20.0.0.5 255.0.0.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.1
!
!
ip http server
no ip http secure-server
!
!
control-plane
!
bridge 1 route ip
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
!
webvpn context Default_context
 ssl authenticate verify all
 !
 no inservice
!
end

ISR とワイヤレスを使用する NAT 設定

次の例は、NAT のあるワイヤレスの実装での Cisco ルータのレイヤ 3 設定を示しています。

C1803W_UC#
C1803W_UC#sh run
Building configuration...

Current configuration : 2189 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname C1803W_UC
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 debugging
no logging console
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!
no aaa new-model
!
resource policy
!
!
ip nat inside source list 1 interface Virtual-Dot11Radio0 overload
!
dot11 ssid hurricane
   authentication open 
   authentication key-management wpa
   wpa-psk ascii 0 allyouneedislove
!         
dot11 ssid tsunami
   authentication open 
   guest-mode
!         
dot11 priority-map avvid
!         
!         
ip cef    
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 100.1.1.1
!         
ip dhcp pool jimmy
   network 100.1.1.0 255.255.255.0
   default-router 100.1.1.1 
!
!
controller DSL 0
 line-term cpe
! 
!
bridge irb
!         
interface Dot11Radio0
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 !        
 ssid tsunami
 !        
 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role root
 rts threshold 2312
 no cdp enable
!
interface Dot11Radio1
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 !
 encryption mode ciphers tkip 
 !
 ssid hurricane
 !
 speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0
 station-role non-root
!
End 
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LWAPP ベースのワイヤレス設定

この項では、単一の WLAN ベースのワイヤレス実装のための LWAPP 設定の概要について説明しま

す。詳細な設定についてはこのマニュアルで説明しませんが、ワイヤレス コントローラのマニュアル

に記載されています。

一般的な LWAPP ベースのワイヤレス ネットワークには、少なくとも 2 つのハードウェア（WLAN コ
ントローラと LWAPP ベースのアクセス ポイント）が必要です。この項の情報では、イーサネット 
ネットワークが存在し、WLAN コントローラおよび LWAPP ベースのアクセスが互いに到達可能であ

ることを前提としています。

LWAPP コントローラで、適切なセキュリティ設定で管理インターフェイス、AP-Manager、および 
WLAN SSID を設定する必要があります。オプションで、DHCP サーバと VPN パススルーを WLAN 
コントローラ上で設定して、より豊富で統合されたユーザ エクスペリエンスを iPhone ユーザに提供で

きます。DNS サーバを WLAN コントローラ上に設定することはできず、個別に設定する必要があり

ます。

管理インターフェイスと AP-Manager の設定は簡単です。これらのインターフェイスのそれぞれに割

り当てられた IP アドレスを割り当てる必要があります。管理インターフェイスは、システム管理者が 
WLAN コントローラにアクセスするために使用します。AP-Manager はアクセス ポイントで WLAN 
コントローラに到達し、設定をダウンロードするために使用します。

SSID の設定には、SSID の名前と SSID に関連付けられた無線ポリシーが必要です。さらに、ブロード

キャスト SSID を有効にする必要があります。認証はオプションですが、推奨されています。

（注） WLAN でブロードキャスト SSID を有効にしていない場合、Incident アプリケーションにアクセスす

るたびに iPhone で WLAN を設定する必要があります。このアプローチは推奨されません。SSID をブ

ロードキャストし、iPhone と WLAN コントローラの間で共有されるワイヤレス接続で一定レベルの暗

号化を有効にするのが一番よい方法です。

実際の配置に IP アドレスをモバイル クライアントに割り当てるスタンドアロン DHCP サーバが含まれ

る場合、SSID 設定ページで DCHP サーバの [Override] を設定し、この DHCP サーバの IP アドレスを

指定していることを確認してください。

WLAN コントローラには、モバイル クライアントに IP アドレスを提供するために有効にできる組み

込みの DHCP サーバも含まれます。ただし、この DHCP サーバは機能が制限されており、専用の 
DHCP 設定が必要な多数のクライアントが存在する大企業には推奨されません。

iPhone でのワイヤレス設定

ワイヤレス インフラストラクチャの設定後、iPhone でワイヤレス接続を設定するプロセスは比較的単

純です。ここでは、ワイヤレス ネットワークを介した iPhone の Cisco IPICS サーバへの接続の設定方

法について説明します。iPhone のワイヤレス接続の詳細については、iPhone のマニュアルおよびオン

ライン フォーラムを参照してください。

iPhone でワイヤレスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 iPhone で、[Settings] app を起動します。

ステップ 2 [Wi-Fi] 設定アイコンをタッチして、ID の一覧から、設定した WLAN ID を選択します。

ステップ 3 ワイヤレス ネットワークのセキュリティが有効になっていない場合、セキュリティ パスフレーズを入

力します。
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iPhone では、WLAN コントローラへの接続に使用する暗号化方式が自動的に識別されます。場合に

よっては、iPhone でセキュリティ情報を手動で入力する必要があります。

Cisco Unified IP Phone
Cisco IPICS 配置に Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications 
Manager Express が含まれる場合、Cisco Unified IP Phone サービスの Application Programming 
Interface（API; アプリケーション プログラミング インターフェイス）を使用して、特定の 
Cisco Unified IP Phone モデルに PTT 機能を提供することができます。PTT 機能が有効になっている

電話機には、ユーザが VoIP ネットワークを介して、PTT チャネルまたは VTG をモニタまたは参加で

きるようにするための簡単に使用できる GUI があり、IDC と同様に機能できます。ただし、IDC とは

異なり、電話機は一度に 1 つのチャネルまたは VTG のみに参加できます。チャネルまたは VTG に参

加するには、電話機のユーザが、電話機に表示される一覧から目的のチャネルまたは VTG を選択しま

す。

PTT デバイスとして動作するように設定された電話機は、スタンドアロン LMR PTT 音声クライアン

トを使用します。この Extensible Markup Language（XML; 拡張マークアップ言語）アプリケーショ

ンにより、電話機にインタラクティブ コンテンツをテキストとグラフィックスで表示できます。

この機能を有効にするには、Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified 
Communications Manager Express を IP Telephony（IPT; IP テレフォニー）ネットワークに配置し、こ

れらのアプリケーションのいずれかを Cisco IPICS サーバの IP アドレスで設定する必要があります。

Cisco Unified IP Phone では、この IP アドレスを使用して、サーバを検出し、PTT XML アプリケー

ションをダウンロードします。

この機能の設定の関連情報については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の

付録「Setting Up the Cisco IP Phone for use with Cisco IPICS」を参照してください。Cisco IPICS が 
PTT デバイスとしてサポートしている Cisco Unified IP Phone の一覧については、『Cisco IPICS 
Compatibility Matrix』を参照してください。

この項では、次の項目について説明します。

• 「Cisco Unified Communications Manager の設定の概要」（P.2-47）

• 「Cisco Unified Communications Manager Express の設定の概要」（P.2-48）

Cisco Unified Communications Manager の設定の概要

Cisco Unified Communications Manager 管理アプリケーションの [Cisco IP Phone Services 
Configuration] ページを使用して、ユーザが加入できる Cisco Unified IP Phone サービスの一覧を定義

して維持します。これらのサービスは、Cisco Unified IP Phone のサポートされるモデルのインタラク

ティブ コンテンツの表示を可能にする XML アプリケーションです。

IP Phone サービスの一覧を設定した後、Cisco Unified IP Phone ユーザは Cisco Unified 
Communications Manager の [User Options] メニューにアクセスし、サービスに加入でき、管理者は 
Cisco Unified IP Phone およびデバイス プロファイルにサービスを追加できます。ユーザが 1 回のボタ

ンの操作でサービスにアクセスできるように、管理者はサービスを短縮ダイヤル ボタンに割り当てる

ことができます。

電話機サービスの設定の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の

「Cisco IP Phone Services」の章を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できま

す。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html
2-47
Cisco IPICS Release 4.0(2) 用のソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

OL-24067-01-J

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


 

第 2 章      Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項

テキスト /スピーチ
Cisco Unified Communications Manager Express の設定の概要

次に、Cisco Unified Communications Manager Express で Cisco IPICS PTT デバイスとして Cisco 
Unified IP Phone をサポートできるようにするための Cisco IOS ルータの設定例を示します。

ip dhcp excluded-address 10.1.1.1
!
ip dhcp pool pool1

network 10.1.1.0 255.255.255.248
domain-name yourdomainname
dns-server dns1 dns2
default-router 10.1.1.1
option 150 ip 10.1.1.1

tftp-server flash:filename1
tftp-server flash:filename2

telephony-service
load 7960-7940 filename1
load 7970 filename2
max-ephones n
max-dn m
ip source-address 10.1.1.1 port 2000
auto assign 1 to n
url services http://10.1.2.1/ipics_server/servlet/IPPhoneManager
create cnf-files
max-conferences 8 gain -6

ephone-dn 1 dual-line
number abcd

!
ephone-dn 2 dual-line
number efgh

テキスト /スピーチ
Cisco IPICS は、Nuance Text to Speech（TTS; テキスト /スピーチ）サーバへのインターフェイスを提

供します。これは Nuance で使用できます。このインターフェイスでは Media Resource Control 
Protocol（MRCP）を使用して、Cisco IPICS ダイヤル エンジンがテキスト文字列を TTS サーバに渡す

ことができるようにします。TTS サーバはテキストを音声に変換します。ダイヤル エンジンはその後、

接続先デバイスに対して TTS 音声を再生します。この機能は、事前に録音されたオーディオ プロンプ

トよりも動的な通知環境を実現します。

Cisco IPICS では次のルールを使用してプロンプトの再生方法を判断します。

1. 録音されたプロンプト .wav ファイルが存在する場合、これが再生されます。

2. 録音されたプロンプトが存在せず、TTS プロバイダーが設定されてアクセス可能な場合、TTS が
使用されます。

3. 録音されたプロンプトや TTS プロバイダーを使用できない場合、テキストがプロンプトとして表

示されます。たとえば、チャネル名が「chan1」で、録音されたプロンプトや TTS プロバイダーが

ない場合、Cisco IPICS ではプロンプト「Press 1 to select C H A N one」が再生されます。

これらのルールは、ダイヤルインまたはダイヤルアウト コール シナリオでリソース名の通知のための

標準的な Cisco IPICS 機能に適用されます。

さらに、カスタム スクリプトを導入して、幅広いシナリオで TTS プロンプトを使用できます。カスタ

ム スクリプトは、Cisco Advanced Service から入手できます。
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ここでは、TTS について詳しく説明します。

• 「Nuance TTS のインストール」（P.2-49）

• 「en-US 以外の言語パックの設定」（P.2-50）

• 「TTS の設定と動作」（P.2-51）

Nuance TTS のインストール

Cisco IPICS は Microsoft Windows プラットフォーム上で稼動する専用 TTS サーバで動作します。こ

こでは、Nuance TTS（ASR なし）のインストール方法について説明し、Cisco IPICS ソフトウェアが 
Cisco IPICS サーバにすでにインストールされていることを前提としています。

Cisco IPICS をインストールしなくても、Nuance TTS をインストールできます。

（注） デフォルトの Nuance TTS インストールには TTS ポート用のライセンスが含まれます。さらにライセ

ンスが必要な場合、Nuance TTS ベンダーから入手してください。

Nuance TTS ソフトウェアをインストールするには、専用 TTS サーバで次の手順を実行します。すべ

ての Nuance TTS コンポーネントは Nuance から入手できます。

手順

ステップ 1 サーバに Nuance ソフトウェアがすでにインストールされている場合、次の操作を実行します。

a. Nuance ソフトウェアをアンインストールします。

b. 次のディレクトリが存在する場合は、削除します。

c. C:/Nuance

d. C:/Program Files/Nuance

e. サーバをリブートします。

ステップ 2 Nuance ソフトウェアの説明に従って、Nuance MRCP をインストールします。

この手順によって、Vocalizer（TTS）を除くすべての Nuance TTS コンポーネントがインストールさ

れます。

ステップ 3 Nuance ソフトウェアの説明に従って、Nuance Vocalizer TTS をインストールします。

ステップ 4 Nuance ソフトウェアの説明に従って、TTS の英語の言語パッケージをインストールします。

ステップ 5 次の操作を実行して、Cisco IPICS と組み合わせて使用するように TTS を設定します。

a. C:\Nuance\V8.5.0\mrcp 内の watcher.startup ファイルを変更し、vocalizer プロセス用の 
tts.ResourceName パラメータを追加します。

たとえば、次のような Vocalizer 用の既存の行があるとします。

vocalizer -text_type SSML -config %MRCP%/nuance-resources.txt 
lm.Addresses=localhost:8471

次のように変更します。

vocalizer -text_type SSML tts.ResourceName=en-US-female -config 
%MRCP%/nuance-resources.txt lm.Addresses=localhost:8471

b. 高負荷シナリオで TTS を使用している場合、watcher.startup ファイルを次のように変更します。
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– num_channels パラメータを使用すると、プロビジョニングする TTS ポートの数を 大に
することができます。

– preallocate_licenses パラメータを使用すると、応答時間が向上します。

– load_voices_in_memory パラメータを使用すると、メモリに完全な音声パックをロードで
きます。注意：この設定では、メモリの処理速度が向上し、初期化の時間を短縮できま
す。

– pruning パラメータで値 80 を使用すると、Vocalizer プロセスのための CPU 要件が減少し
ます。

たとえば、50 TTS ポートを使用する場合、次の行があるとします。

vocalizer -text_type SSML tts.ResourceName=en-US-female -config 
%MRCP%/nuance-resources.txt lm.Addresses=localhost:8471

次のように変更します。

vocalizer -load_voices_in_memory  -preallocate_licenses -num_channels 50 -pruning 80 
-text_type SSML tts.ResourceName=en-US-female -config %MRCP%/nuance-resources.txt 
lm.Addresses=localhost:8471

ステップ 6 サーバをリブートします。

ステップ 7 次の操作を実行して、Nuance サービスおよびプロセスが稼動していることを確認します。

a. Windows Services コントロール パネルを開き、Nuance Watcher Daemon サービスが [Started] と
表示されていることを確認します。

スタートアップの種類は通常、[Automatic] で、このサービスは実行中のはずです。

b. （任意）ブラウザのウィンドウを開き、<http://<Speech Server Hostname>:7080> という URL を入

力します。

Nuance Watcher Daemon でセッションが開かれます。次のプロセスの [VP State] が [Ready] と表

示されるはずです。プロセスがこの状態になるまで、約 1 分間かかる場合があります。[Update 
Home Page] ページをクリックして、次のすべてのプロセスの現在のステータスを表示します。

– watcher-daemon

– NLM

– Resource-Manager

– MRCP-Server

– Nutts-server

ステップ 8 （任意）TTS の追加言語パックをインストールします。

ステップ 9 en-US（アメリカ英語）以外の言語パックをインストールする場合は、「en-US 以外の言語パックの設

定」（P.2-50）の説明に従います。

en-US 以外の言語パックの設定

en-US 以外の言語パックをインストールする場合、Vocalizer プロセス用の次のパラメータを更新しま

す。

• tts.ResourceName：たとえば、スペイン語の女性の音声を使用するには、この値を es-US-female 
に設定します。

• voice：たとえば、スペイン語の女性の音声を使用するには、この値を atalinaromero に設定しま

す。表 2-4 に、各種の TTS 音声言語パック名を示します。
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• region：スペイン語の音声を使用する場合、目的の地域バージョンに応じて、このパラメータを 
US または CALA に設定します。

例

スペイン語の女性の音声用の Vocalizer プロセスは次のように設定できます。

vocalizer -text_type SSML tts.ResourceName=es-US-female -voice catalinaromero -region CALA 
-config %MRCP%/nuance-resources.txt lm.Addresses=localhost:8471

この例は、1 つの言語パックのみで開始する場合に適用されます。複数の言語パックを同時に開始する

場合、追加の Vocalizer プロセスごとに次のパラメータを更新する必要があります。

• tts.Port：デフォルト値は 32323 です。この値は追加プロセスのために変更する必要があります。

追加プロセスごとにこの値を 1 ずつ大きくすることを推奨します。

• dictionary_port：デフォルト値は 22552 です。この値は追加プロセスのために変更する必要があり

ます。追加プロセスごとにこの値を 1 ずつ大きくすることを推奨します。

例

次のように、en-US の女性の言語パックと es-US の女性の言語パックの実行を同時に開始できます。

vocalizer -text_type SSML tts.ResourceName=en-US-female -config 
C:\Nuance\V8.5.0\mrcp/nuance-resources.txt lm.Addresses=localhost:8471

vocalizer tts.Port=32324 -dictionary_port 22553 -text_type SSML -voice catalinaromero 
-region CALA tts.ResourceName=es-US-female -config 
C:\Nuance\V8.5.0\mrcp/nuance-resources.txt lm.Addresses=localhost:8471

TTS の設定と動作

表 2-5 は、TTS の動作時に設定する必要のある Cisco IPICS オプションの一部の項目を示しています。

これらのオプションは、[Policy Engine] タブから [Dial Engine] > [TTS Management] を選択すること

によって、Cisco IPICS 管理コンソールからアクセスする [TTS Management] ウィンドウで設定しま

す。

表 2-4 TTS 音声の言語パック

言語パック 音声

英語（北米）、女性 Lauriewoods（デフォルト）

英語（北米）、男性 reedjohnston

英語（イギリス）、女性 clairekingston

英語（イギリス）、男性 Timcooper

英語（オーストラリア）、女性 sarahbrown

英語（オーストラリア）、男性 joshdonnelly

フランス語（カナダ）、女性 juliedeschamps

スペイン語（南米）、女性 catalinaromero

ポルトガル語（ブラジル）、女性 marinacosta
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さらに、[Policy Engine] タブの [Dial Engine] > [Dial Engine Parameters] を選択し、[Dial Engine 
Parameters] ウィンドウで [TTS Enabled] チェックボックスをオンにします。

表 2-6 は、TTS が有効になっている場合に、一般的な各種の使用例で想定される結果を示しています。

表 2-5 TTS 用の Cisco IPICS 設定オプション

TTS の設定オプション 説明

[Provider Name] Nuance Vocalizer のサポートされるバージョンのプロバイダー名

は Nuance Vocalizer 4.0 です。

[Number of Licenses] この値は TTS サーバのポート ライセンス数と一致している必要が

あります。

[Server Name] TTS サーバの IP アドレスまたはホスト名。

[Port] デフォルトの Nuance ポート番号は 554 です。

[Language] TTS で発音ルールに使用する必要のある言語。

[Gender] TTS サーバで設定された性別と一致している必要があります。

TTS サーバでの設定を確認するには、次の URL にアクセスし、

nutts-server 設定を確認してください。<TTS_server_IP> は TTS 
サーバの IP アドレスです。

http://<TTS_server_IP>:7080/

たとえば、nutts-server 設定が en_US で、gender が Female の場

合、IPICS 管理コンソールの TTS の性別設定が [Female] になって

いる必要があります。

表 2-6 一般的な TTS の使用例

使用例 想定される結果

Cisco IPICS 管理コンソールで、[Policy 
Management] > [Policies] を選択し、[Action] タ
ブをクリックして、通知アクションを選択し、長

いメッセージを入力し、[Activate Policy] をク

リックします。

コールされるユーザを指定し、TTS サーバに

よって再生されるメッセージを聞きます。

ユーザは Cisco IPICS TUI をコールし、認証を行

い、リソースを選択します。

リソース（VTG、チャネル、またはポリシー名）

が TTS システムによって読み上げられます。

TTS 設定が完了して保存され、TTS サーバが到

達可能になります。

Cisco IPICS 管理コンソールの [Dial Engine] > 
[Control Center] > [Status] 画面の MRCP TTS サ
ブシステムのエントリに、[IN_SERVICE] と表

示されるはずです。

（注） TTS サブシステムは TTS サーバに対して

定期的に ping を実行し、到達可能かどう

かを判断します。TTS 設定が完了したも

のの、TTS サブシステムが TTS サーバに

到達できない場合でも、TTS サブシステ

ムはサービスを実行します。
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ビデオの考慮事項
IDC は、インシデント VTG にビデオ、写真、およびジャーナル（テキスト）を含める機能を提供しま

す。さらに、Cisco IPICS ディスパッチャにはインシデント VTG にビデオ監視システムからのビデオ

を含めることができ、 初の応答者がビデオをキャプチャしたり、写真を撮ったり、モバイル クライ

アントからテキストを入力したり、これらのアイテムをインシデント VTG に追加したりできます。こ

のような写真やビデオのファイルは IPICS サーバの /documents フォルダに保存されます。

Cisco Video Surveillance Manager からのビデオの使用

IDC は 3 つのビデオ プレーヤーを使用して、Cisco Video Surveillance Manager（VSM）システムから

のビデオ（およびその他のすべてのビデオ）をストリーミングします。使用されるビデオ プレーヤー

は VLC Media Player、Windows Media Player および Cisco Video Surveillance AX Client です。

ビデオを再生するためのメディア プレーヤーが選択される順序は次のとおりです。

1. Cisco Video Surveillance Active X Client

2. Windows Media Player

3. VLC Player

Cisco IPICS との互換性がテスト済みのこれらのメディア プレーヤーのバージョンについては、『Cisco 
IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。

IDC クライアント PC には、これらの各メディア プレーヤーがインストールされている必要がありま

す。そうでない場合、IDC で Cisco IPICS サーバからのビデオを再生できません。

Cisco VSM システムからのビデオを再生するには、Cisco VSM サーバ上に IDC 内にビデオ監視プロキ

シへのリンクを作成する必要があります。VSM プロキシ リンクを確認するには、次の手順を実行しま

す。

TTS サーバを手動で停止してから、発信者がダ

イヤルインするか、または通知が送信されます。

システムは名前のテキスト表示、または通知のテ

キスト表示に戻るはずです。Cisco IPICS 管理コ

ンソールの [Policy Engine] タブ > [Dial Engine] 
> [Control Center] > [Status] ウィンドウに、TTS 
サブシステムが停止していることが表示されま

す。ユーザがダイヤル インしている間に TTS 
サーバが停止した場合、ユーザに対してプロンプ

ト「Sorry the system is having trouble」が再生さ

れます。

TTS サーバを手動で起動してから、発信者がダ

イヤルインするか、または通知が送信されます。

システムは名前の読み上げ、または通知の読み上

げに戻るはずです。Cisco IPICS 管理コンソール

の [Policy Engine] タブ > [Dial Engine] > 
[Control Center] > [Status] ウィンドウに、TTS 
サブシステムが起動していることが表示されま

す。ユーザがダイヤル インしている間に TTS 
サーバが起動または停止した場合、ユーザに対し

てプロンプト「Sorry the system is having 
trouble」が再生されることがあります。

表 2-6 一般的な TTS の使用例（続き）

使用例 想定される結果
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手順

ステップ 1 カメラを管理する VSMS ホスト用の VSM 管理コンソールに目的のビデオが表示され、次の操作を実

行できます。

管理コンソールへのアクセスの詳細については、『Cisco Video Surveillance Manager User Guide』の

「Using the VSM Management Console」の章を参照してください。

ステップ 2 [Management Console] ページの左側のパネルの下部にある [Other Utilities] で [BWT Pages] をクリッ

クします。

ステップ 3 表示されたページの左側のパネルで [Proxy Commands] をクリックします。

プロキシ コマンドの一覧が表示されます。

ステップ 4 プロキシ コマンドの一覧で [All Running Proxies] をクリックします。

実行中のプロキシの表が表示されます。

ステップ 5 インシデント VTG に含めるカメラ フィードのプロキシ名を記録します。

ステップ 6 （任意）管理コンソールを終了します。

VSM プロキシ リンクを確認した後、IDC を起動し、ビデオを含めるインシデント VTG を選択し、カ

メラを追加するオプションを選択し、前の手順で確認したプロキシ名を使用してビデオを入力します。

インシデント VTG にプロキシ情報が入力された後、必要に応じてこれを有効または無効にすることが

できます。また、他のインシデント VTG で使用することもできます。

インシデント VTG の使用の詳細については、『Cisco IPICS Dispatch Console User Guide』を参照して

ください。

ビデオのガイドライン

インシデントにビデオを含める場合、次のガイドラインに注意してください。

• bwims:// で始まるビデオの URL を使用する場合、IDC 上のビデオを再生するために、VSM サー

バから ActiveX プレーヤーが使用されます。iPhone ではこの URL を解釈できないため、このビデ

オを再生できません。

• iPhone でビデオを表示するには、http:// で始まる URL の MJPEG ビデオを使用します。

• IDC では、Windows Media Player および VLC Player でサポートされるあらゆるビデオ形式がサ

ポートされます。さまざまなプロトコルの制限事項については、『Cisco IPICS Dispatch Console 
User Guide』を参照してください。

• Cisco VSM から iPhone にビデオをストリーミングする場合、VSM でのビデオ ストリームの設定

時にセカンダリ ストリームを使用する必要があります（手順については、『Cisco Video 
Surveillance Manager User Guide』を参照してください）。VSM でセカンダリ ストリームを設定

した後、「Cisco Video Surveillance Manager からのビデオの使用」（P.2-53）に説明があるように、

プロキシを表示する際に、プロキシの末尾に「_2」が表示されて、すべてのセカンダリ ストリー

ミング ビデオが再生されます。iPhone で表示するように意図されたビデオを IDC で追加する場

合、iPhone で表示することを目的としたストリームであることを明確に示すビデオ名を付けるこ

とがベスト プラクティスです。
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• iPhone では、次のビデオ ストリーミング設定がサポートされます。

– プロトコル：MJPEG

– 解像度：CIF（352 ～ 288）

– フレーム レート： 大 5 fps

– ストリーミング： 大連続 10 分間を推奨

これらのレートを超える場合や、別のプロトコルを使用する場合、モバイル クライアントのビデ

オが表示されるはずの領域に疑問符（?）が表示されます。メディア プレーヤーでこれらの形式を

サポートできる場合、IDC にビデオが表示されます。

• Cisco IPICS 4.0.1 では、IDC を使用して IPICS サーバにアップロードできるメディア ファイルの

大サイズが 4 MB です。Cisco IPICS 4.0.2 では、メディア ファイルの 大サイズが 大 2,048 
MB まで設定可能です（デフォルト値は 4 MB）。

• インシデントに追加できる URL には制限がありません。Cisco IPICS サーバでは URL が検証され

ず、入力されたすべての URL が有効であると見なされます。URL の入力時には、正確に入力する

ように注意してください。

• Cisco IPICS の配置で High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）が実装される場合、アク

ティブ サービスに保存されるメディア ファイルをスタンバイ サーバと同期する必要があります。

HA の実装におけるベスト プラクティスとして、別の形式のビデオ ファイルをアップロードする

代わりに、使用可能な場合は常に Cisco CSM システムからプロキシへの URL リンクを作成して使

用します。このアプローチは、アクティブ サーバとスタンバイ サーバの間のネットワーク上で帯

域幅を節約するために役立ちます。また、これは Cisco IPICS サーバで記憶域を節約するためにも

役立ちます。

通知
通知は Cisco IPICS で指定した受信者に連絡するプロセスであり、指定した情報を提供します。Cisco 
IPICS では、次の通知を実装できます。

• ポリシー エンジン通知：Cisco IPICS 管理コンソールから制御され、Cisco IPICS で設定された受

信者に通知を提供できます。通知アクションを設定することによって、通知の提供方法を指定しま

す。ポリシー エンジン通知には、Email、IP Phone Text、Dial、Talk Group、Dial Engine Script 
の通知が含まれます。

• 外部（一括）通知：Cisco IPICS 管理コンソール以外で管理されます。受信者のリストおよびプロ

ンプトが、サードパーティ製のアプリケーションによって Cisco IPICS に渡されます。

Cisco IPICS では、通知のために複数の Cisco Unified Communications Manager がサポートされます。

これによって、別の Cisco Unified Communications Manager で登録された Cisco Unified IP Phone デ
バイスへのテキストおよび音声のページングが可能になります。

ここでは、Cisco IPICS に対して設定できる次のポリシー エンジン通知アクションについて説明しま

す。

• 「Email 通知アクション」（P.2-56）

• 「IP Phone Text 通知アクション」（P.2-56）

• 「Dial 通知アクション」（P.2-57）

• 「Talk Group 通知アクション」（P.2-57）

• 「Dial Engine Script 通知」（P.2-58）

• 「Alert 通知アクション」（P.2-58）
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• 「外部（一括）通知」（P.2-58）

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、入力したメッセージが送信されます。このタイプの通

知の実行時に、ポリシー エンジンは SMTP を介して、IPICS の [Dial Engine Parameters] 画面で設定し

た SMTP サーバにメッセージを送信します。Email の受信者は、Cisco IPICS ユーザまたはユーザ グ
ループにすることができます。

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 IPICS 管理コンソール

を使用して、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、

『Cisco IPICS Server Administration Guide』を参照してください。この通知アクションの受信者は 
Cisco IPICS ユーザまたはユーザ グループにすることができます。

IP Phone Text 通知アクションの実行時に、次のいくつかのアクティビティが発生します。

1. IPICS は、 初に設定された Cisco Unified Communications Manager に AXL クエリーを送信しま

す。

2. Cisco Unified Communications Manager は、DN が設定された各デバイスの IP アドレスを返しま

す。

3. Cisco IPICS は XML を介して、有効な IP アドレスを受信する各デバイスに通知を送信します。

注：

• IP Phone Text 通知アクションでは、Cisco IPICS 管理コンソールの SIP の設定ページで IP Phone 
Text 通知パラメータを設定する必要があります。

• Cisco IPICS は通知リストの各 DN をクエリーとして、通知が設定された各 Cisco Unified 
Communications Manager に送信します。

• Cisco Unified Communications Manager で Cisco AXL サービスを実行している必要があります。

• [IP Phone Notification Configuration] ページで、各 Cisco Unified Communications Manager を正

しいバージョン番号、管理者、および電話機のユーザ名およびパスワードとともに設定する必要が

あります。Cisco Unified Communications Manager のバージョンごとにクエリーが異なるため、

この情報は Cisco Unified Communications Manager を検証して、適切な AXL クエリーを送信する

ために必要です。

• 設定された Cisco Unified Communications Manager は到達可能である必要があります。そうでな

い場合、Cisco IPICS が AXL クエリーの送信を試行すると、「Connection Failure」エラーが発生

します。

• SOAP 要求を受け入れるように Cisco Unified Communications Manager を設定する必要がありま

す。

• Cisco Unified Communications Manager では、AXL クエリー内の DN 数が 200 に制限されます。

200 を超える DN が含まれる要求は切り詰められます。この制限に対応するために、Cisco IPICS 
は 200 以下の DN が含まれる要求を送信します。Cisco IPICS で 200 を超える DN が必要な場合、

200 以下の DN 要求が含まれる要求が一括して送信されます。
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• Cisco IPICS では、受信者リスト内の各電話機に送信される、事前に録音された .wav ファイルの

可聴トーンが含まれる Text 通知が優先されます。Cisco IPICS では、アラート音声の同時ブロード

キャストのバッチごとに、マルチキャスト アドレス プール内で使用可能なマルチキャスト アドレ

スを設定可能である必要があります。

• Cisco IPICS が Cisco Unified IP Phone に到達できない場合、または電話機への通知に失敗した場

合、Cisco IPICS はその電話機を再試行リストに追加します。Cisco IPICS が指定された電話機へ

の一連の通知を完了すると、再試行リスト内の電話機への通知の再送信を試行します。Cisco 
IPICS は 大 3 回まで通知を試行します（1 回は通常の通知試行で、 大 2 回までが通知の再送信

試行）。これらの試行で到達できなかった電話機には、IP Phone の Text 通知を介した通知が行われ

ません。

• Cisco IPICS は、クラスタ内のすべての Cisco Unified Communications Manager に AXL クエリー

を送信します。複数の Cisco Unified Communications Manager が同じ DN に登録される電話機で

設定される場合、その DN に関連付けられたすべての電話機に通知されます。

Dial 通知アクション 
ポリシー エンジンは、Dial 通知アクションを次のように実行します。

• [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、Cisco IPICS によって、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、Cisco IPICS に
よって、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、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。

• 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、Cisco IPICS によって、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。

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。

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、『Cisco IPICS Server Administration Guide』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推奨します。
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• 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 およびモバイル クライアントに警

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 およ

びモバイル クライアントのポップアップ ウィンドウに表示されます。既存の通知が確認応答されるま

で、後続の通知は表示されません。

外部（一括）通知

この項では、外部（一括）通知に適用される注意事項について説明します。この機能の詳細について

は、『Cisco IPICS Server Administration Guide』を参照してください。

• 電話機に XML をプッシュすることなく一括通知をデバッグするには、パラメータ

「notificationMode=mute」を外部通知 HTTP 要求に追加します。

• Cisco IPICS は、外部通知の実行時に行ったコールの結果を定期的に保存します。これらの結果は 
XML ファイルとして保存され、デフォルトでは 30 日後に消去されます。

消去までの時間は、ipicsadmin ユーザに対して作成された cron エントリに基づきます。この cron 
エントリでは、デフォルトでは、30 日以上経過したすべての通知結果の XML ファイルが消去さ

れます。消去の間隔を次のように変更できます。

#--- Purge notification result xml files older than 30 days daily @ 04:00

0 4 * * * find /opt/cisco/ippe/temp/notificationIncidentXmlResults/* -mtime +30 | 
xargs rm -fR 2>&1

• stopNotification メソッドを使用して、capId の実行を終了できます。同じ CapId を使用する一括

通知要求を再開する前に、capId ステータスが実行中でないことを必ず確認してください。

http://" + ipicsServer + ":8080/ipics_server/ 
BulkNotify?method=stopNotification&capId=<CAP_ID> 
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C H A P T E R 3

Cisco IPICS LMR ゲートウェイの設定

この章では、オーディオ デバイスとインターフェイスするために、Land Mobile Radio（LMR; 陸上移

動無線）ゲートウェイを設置および設定する方法の概要について説明します。これらのオーディオ デ
バイスは通常、無線で構成されています。

Cisco IPICS には、無線のトーン リモート制御およびその他のトーン リモート対応デバイスを IDC か
ら有効にする機能が用意されています。トーン リモート機能の詳細については、『Cisco IPICS Server 
Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」の章

を参照してください。

（注） トーン制御機能をサポートしている Cisco IOS ソフトウェアについては、『Cisco IPICS Compatibility 
Matrix』を参照してください。

リモート IDC ユーザのためにトーン リモート制御機能を有効にするには、ダイヤル ピア設定の一部と

して特別なコマンドを入力する必要があります。詳細については、『Cisco IPICS Server Administration 
Guide, Release 4.0(2)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。

Cisco IPICS ソリューションの（Land Mobile Radio（LMR; 陸上移動無線）を有効にするには、Cisco 
Hoot & Holler 機能を使用します。LMR を統合するには、LMR またはその他の PTT デバイス（Sprint 
や Nextel 電話など）に対する Ear and Mouth（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、無線に対して適切な電気インターフェイスを提供するために設定されている音声ポートの

形式です。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 ゲートウェイでは、トーンまたは信号を無線に送信することによって、Cisco IPICS ユーザが無

線を制御することができます。この無線は、トーンまたは信号を解釈し、適切な機能を実行します。

Cisco IPICS 管理者は、Cisco IPICS 管理コンソールで無線を定義します。無線は、無線または他のデ

バイスとインターフェイスする E&M 音声ポートに相互に関連付けるよう設定されます。管理者は無線

を設定するだけでなく、ディスクリプタ ファイルを作成する必要があります。これにより特定のデバ

イスのトーン リモート機能に対して Cisco IPICS がどのようにインターフェイスするかを決定します。

詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Performing Cisco 
IPICS System Administrator Tasks」の章を参照してください。

Cisco Land Mobile Radio (LMR) over IP 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/products_feature_guide09186a00801f092c.html

• http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_implementation_design_guide_b
ook09186a0080347c1b.html
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陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス
この章は、次の項で構成されています。

• 「陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス」（P.3-2）

• 「Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定」（P.3-7）

• 「プールされた無線」（P.3-53）

• 「シリアル無線制御」（P.3-56）

• 「トランク無線の任意の回避策」（P.3-66）

• 「アナログ タップによる録音の設定」（P.3-70）

陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのイン
ターフェイス

無線と Cisco IPICS ソリューション間のオーディオ接続は、Cisco E&M インターフェイス カードでソ

フトウェア機能ライセンスを使用して実現されます（これらのカードは電話のスイッチング機器と 
Cisco ルータとのインターフェイスのために長期にわたって使用されてきました）。機能ライセンスと 
E&M カードの組み合わせにより、LMR ゲートウェイが作成されます。

図 3-1 に、VIC2-2E/M インターフェイス カードを示します。

図 3-1 VIC2-2E/M

この項では、次の項目について説明します。

• 「ケーブル接続」（P.3-2）

• 「アナログ E&M インターフェイス」（P.3-4）

• 「アナログ E&M のシグナリング方式」（P.3-4）

ケーブル接続

ここでは、デバイスを VIC2/2E/M ポートに接続するときに使用する正しいケーブルを決定する方法に

ついて説明します。

Cisco IOS ソフトウェアにおける LMR シグナリング拡張機能は、LMR シグナリングに対するアナロ

グ E&M インターフェイスにのみ適用されます。アナログ E&M インターフェイスのリードを Cisco 
IOS 音声ゲートウェイ上で実装する方法について、作業前に『Understanding and Troubleshooting 
Analog E&M Interface Types and Wiring Arrangements』を確認してください。このマニュアルは、次

の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/warp/public/788/signalling/21.html
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陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス
LMR のケーブル敷設では、無線、またはトーン リモート終端パネル（CPI ボックス）などの他のデバ

イスについて理解しておく必要があります。一部の機器では、ケーブル内でレジスタ、コンデンサ、イ

ンダクタ、インバータなどのコンポーネントが必要になります。ケーブルの LMR 側について、および

ルータ上の E&M ポートへ接続する前にどの信号が LMR とやりとりされるかを予想することは重要で

す。

2 線または 4 線のオーディオをサポートするために LMR ゲートウェイが設定されています。オーディ

オおよび制御信号は、VIC2-2E/M カードの RJ-45 ジャックを介して E&M ポートに入力および出力さ

れます。 も単純なケーブルは、一方が終端されていない標準のカテゴリ 5 イーサネット ケーブルで

す。ワイヤ ジャケットを取り除くと、4 ペアのワイヤが露出します。

• ブルーのワイヤ ペア（チップ 1 とリング 1）は、E&M カードの RJ-45 プラグのピン 4 と 5 にマッ

ピングされます。4 線動作では、このペアのワイヤがゲートウェイ カードから送信オーディオを伝

送します。リードは、各ペア間で 600 オームのインピーダンスでトランス絶縁され、600 オームの

トランス結合されたオーディオが無線に出力されます。これらのリードは通常、マイク用のジャッ

クまたは LMR のピンに接続されます。2 線動作では、チップ 1 とリング 1 のリードが全二重オー

ディオを伝送します。

• グリーンのワイヤ ペア（チップとリング）は、E&M カードの RJ-45 プラグのピン 3 と 6 にマッピ

ングされます。4 線動作では、このペアのワイヤがゲートウェイ カードへ着信オーディオを伝送し

ます。リードは、各ペア間で 600 オームのインピーダンスでトランス絶縁され、600 オームのトラ

ンス結合されたオーディオが無線に出力されます。これらのリードは通常、スピーカー用のジャッ

クまたは LMR のピンに接続しています。2 線動作では、チップおよびリングのリードは使用され

ません。

• ブラウンのワイヤ ペアは、E&M カードの RJ-45 プラグのピン 7 と 8 にマッピングされます。この

ワイヤ ペアは、LMR へ PTT をシグナルするために使用します。E&M のタイプ II および III では、

極性のシグナリングを監視する必要があります。ピン 8 は Signal Ground（SG）にマッピングさ

れ、ピン 7 は「E」のリードにマッピングされます。これは LMR の PTT 接続にもなります。

• オレンジ色のワイヤ ペアは、E&M カードの RJ-45 プラグのピン 1 と 2 にマッピングされます。こ

のワイヤ ペアはオプションで、LMR が Carrier Operated Relay（COR; 搬送波作動リレー）または 
Carrier Operated Squelch（COS; 搬送波波動スケルチ）へシグナリングを行う場合のみ使用されま

す。LMR が COR/COS の出力信号を搬送しない場合、このワイヤ ペアは使用されません。E&M 
のタイプ II および III のシグナリングでは、極性を監視する必要があります。ピン 1 は Battery 
Voltage（SB）にマッピングされ、ピン 2 は「M」リードにマッピングされます。

図 3-2 は、標準の RJ-45 コネクタにおけるシーケンシャル ピンの向きを示しています。

図 3-2 RJ-45 のピン配置

表 3-1 は、標準 RJ-45 コネクタにおけるピンの向きを示しています。

11
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68
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陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス
アナログ E&M インターフェイス

アナログ接続では、LMR デバイスからゲートウェイへリードを取り付けるために、E&M インター

フェイス カードを使用します。さまざまな無線システム内で各種のオーディオおよびシグナリングの

設定に対応できるのは、E&M インターフェイスのみです。E&M ポートは、リードの 1 つまたは 2 つ
のペアを使用してオーディオ情報を送信または受信するよう設定できます。このポートには、リードの

シグナリングを制御するための 4 つの設定もあります。いくつかの無線システムでは、ワイヤ側の接続

に対して E&M インターフェイスを提供し、接続プロセスを簡単にすることができます。ただし、多数

のシステムでは接続に対して計画が必要です。

アナログ E&M のシグナリング方式

Cisco LMR ルータは、Type II、Type III、および Type V E&M シグナリングをサポートしています。

各シグナリング方式では、ルータは、M（Mouth）と呼ばれる 1 つの信号を送信し、E（Ear）と呼ば

れる 1 つの信号を受信します。逆に、LMR 機器はルータから M 信号を受信し、ルータへ E 信号を送

信します。回路の一端で、LMR 機器によって受信された M 信号は、リモート LMR インターフェイス

によって出力される E 信号となります。

音声ポートを設定する場合には、接続されているデバイスに適合する E&M インターフェイス タイプ

を選択する必要があります。

Type II は次のリード設定を表します。

• E：出力、SG にリレー

• M：入力、アースを参照

• SB：M に給電、-48V に接続

• SG：E の帰線、アースから直流的に絶縁

図 3-3 は、Type II E&M インターフェイスのリード指定および機能を表しています。

表 3-1 E&M VIC のピン配置

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

1 Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

2 M リード 白 /オレンジ COR/COS

3 リング 白 /グリーン スピーカー +

4 リング 1 ブルー マイク –

5 チップ 1 白 /ブルー マイク +

6 ヒント グリーン スピーカー –

7 E リード 白 /ブラウン PTT

8 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン アース
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陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス
図 3-3 E&M Type II インターフェイス

Type III は次のリード設定を表します。

• E：出力、アースにリレー

• M：入力、アースを参照

• SB：–48V に接続

• SG：アースに接続

図 3-4 は、Type III E&M インターフェイスのリード指定および機能を表しています。
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陸上移動無線と Cisco IPICS LMR ゲートウェイとのインターフェイス
図 3-4 E&M Type III インターフェイス

• Type V は次のリード設定を表します。

– E：出力、アースにリレー

– M：入力、–48V を参照

図 3-5 は、Type V E&M インターフェイスのリード指定および機能を表しています。
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Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
図 3-5 E&M Type V インターフェイス

Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
この項では、さまざまな種類の無線制御に使用する Cisco IOS の設定について説明します。Cisco 
IPICS IDC トーン リモート制御機能を使用するには、この項で説明している設定と類似の設定を、

LMR ポートで備えている必要があります。

この項では、次の項目について説明します。

• 「Cisco IOS Radio Control の決定」（P.3-8）

• 「LMR ゲートウェイの必要な設定」（P.3-8）

• 「VAD 作動シグナリングの設定」（P.3-9）

• 「COR/COS 作動シグナリングの設定」（P.3-11）

• 「トーン制御無線で Cisco IPICS を配置する場合の重要な考慮事項」（P.3-12）

• 「手動によるトーン制御作動シグナリング シナリオの設定例」（P.3-41）

• 「トランク無線のフィードバック トーン」（P.3-66）

• 「トランク無線のハイブリッド設定」（P.3-66）
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Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
Cisco IOS Radio Control の決定

通常、ルータの設定および接続は、インターフェイスする無線の機能によって決定されます。Cisco 
IOS 無線制御の設定には、3 つの基本タイプがあります。状況に も合ったルータの設定を使用してく

ださい。

• VAD 作動シグナリング：通常、無線デバイスが COR/COS のシグナリングを提供しない場合に使

用します。無線デバイスからの COR/COS シグナリング インターフェイスがない場合、ルータは 
Cisco IOS の Voice Activation Detection（VAD; 音声アクティビティ検出）機能を使用して、無線

デバイスから信号をいつ受信するか、および指定されたマルチキャスト アドレスで VoIP パケット

の送信をいつ開始するか、を決定します。通常、このオプションは移動無線デバイスがエンドポイ

ントである場合に使用します。これらのデバイスは標準では COR/COS へシグナリングを送信しな

いためです。

• COR/COS Signaling：無線デバイスが、COR/COS シグナリングを送信する機能を備えている場合

に使用します。このような場合には、このラインが無線デバイスによって有効になったときに、

ルータは、割り当てられているマルチキャスト アドレス上の VoIP パケットの送信を開始します。

通常は、このアプローチにより も信頼性の高いオーディオの受信が実現され、VAD 作動シグナ

リング機能が使用されている場合に発生する可能性のあるカンバセーションの 初に、クリッピン

グを排除します。

• トーン制御シグナリング：無線デバイスがトーン制御パネル インターフェイスを備えており、

オーディオ ストリーム内で混合トーン信号を使用して、アクティビティの状態を無線とやりとり

する場合に、使用します。通常、ウェイクアップ トーン、周波数 /機能選択トーン、およびガード 
トーンは、無線デバイスを制御するオーディオによって生成されます。このオプションは通常、

ベース ステーション タイプの無線デバイスでのみ使用されます。

LMR ゲートウェイの必要な設定

次のベースライン Cisco IOS コンフィギュレーション コマンドは、実装されているシグナリングに関

係なく必要です。

ip multicast-routing
!
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8
codec preference 2 g711ulaw

!
interface Loopback0
ip address 192.168.4.6 255.255.255.255
ip pim sparse-dense-mode

!
interface Vif1
ip address 192.168.3.5 255.255.255.252
ip pim sparse-dense-mode

!
interface FastEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$
ip address 192.168.0.6 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
duplex auto
speed auto
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Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
VAD 作動シグナリングの設定

VAD 作動シグナリングに対して、lmr m-lead inactive コマンドを発行する必要があります。この設定

を使用すると、ルータは、M リード上の音声によって送信された信号を無視します。音声パケットの

フローは、VAD によって決定されます。通常、8 本の線のうち 6 本が使用されます。

表 3-2 は、VAD 作動無線とインターフェイスするときに使用されるワイヤリング接続を表しています。

Cisco VAD には、Application Programming Interface（API; アプリケーション プログラミング イン

ターフェイス）レイヤと処理レイヤの 2 つのレイヤがあります。処理レイヤは、着信信号を次の 3 つの

状態に分類します。

• speech（音声）

• unknown（不明）

• silence（無音）

着信の状態は、ノイズのしきい値によって決まります。これは threshold noise コマンドで設定できま

す。

着信信号が分類できない場合は、VAD が収集した speech およびノイズの統計によって算出した可変的

なしきい値を使用して決定を行います。それでも信号が分類できない場合は、unknown としてマーク

されます。 終的な VAD 認定は API によって行われます。シナリオによっては、unknown と分類さ

れたオーディオで、帯域幅を大量に消費する可能性のある、好ましくない音声パケット トラフィック

を作成することがあります。VAD によって接続の音質はわずかに低下しますが、接続で使用する帯域

幅はかなり少なくなります。

VAD コマンドの状態

VAD コマンドには、次の状態があります。

• 無音状態：音声レベルがノイズしきい値よりも低い場合、信号は Silence（無音）に分類され、

ネットワークを介して送信される VoIP パケットはありません。

• 音声 /不明状態：信号は、Speech（音声）および Unknown（不明）として分類され、ネットワー

クを介して VoIP パケットとして送信されます。

表 3-2 VAD の物理的な LMR 接続

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

11

1. この設定には適用されません。

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ 接続されていない状態

21 M リード 白 /オレンジ 接続されていない状態

3 リング 白 /グリーン スピーカー +

4 リング 1 ブルー マイク –

5 チップ 1 白 /ブルー マイク +

6 ヒント グリーン スピーカー –

7 E リード 白 /ブラウン PTT

8 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン アース
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Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
VAD アグレッシブ コマンドの状態

ダイヤル ピア コンフィギュレーション モードの vad コマンドで aggressive キーワードを指定すると、

VAD ノイズのしきい値が、–78 から –62 dBm へ減少します。–62 dBm のしきい値よりも低いノイズは 
silence と見なされ、ネットワークを介して送信されません。

• 無音 /不明状態：音声レベルがノイズしきい値よりも低い場合、信号は silence に分類され、VoIP 
パケットは送信されません。また、unknown なパケットは silence と見なされ、アグレッシブ キー

ワードを使用している場合には廃棄されます。

• 音声状態：speech として分類される着信信号でのみ、パケットがネットワークを介して送信され

ます。

次に、VAD 作動シグナリングに対して設定されている LMR 音声ポート用の設定例を示します。

この例では、type { 2 | 3 | 5 } は通常 type 3 になりますが、ご使用の無線機器に も適合するタイプを

選択するには、図 3-3（P.3-5）、図 3-4（P.3-6）、および図 3-5（P.3-7） を参照してください。Input 
gain { -27 - 16 } は通常 10 となりますが、Cisco IPICS のエンドポイントで 適なオーディオを受信す

るには、必要に応じてこの値を調整してください。Output attenuation { -16 - 27 } は通常 10 となりま

すが、無線で 適なオーディオを受信するには、必要に応じてこの値を調整してください。LMR ゲー

トウェイの音声ポートへ無線を接続する場合には、音声レベルのバランスが正しくなるよう調整が必要

になることがあります。無線では通常、ゲインの調整を提供しており、無線から音声ポートへの信号レ

ベル、および音声ポートから無線への信号レベルで、無線および音声ポートの調整が必要になることが

あります。トーン制御無線を使用する場合は、LMR ゲートウェイから無線へ送信されるトーンも、音

声ポートの output attenuation の設定によって影響を受けることに注意してください。これらの設定を

適にして目的のオーディオ レベルにする場合には、音声ポートの調整によって、トーン信号のレベ

ルと品質に悪影響を与えないように注意してください。

voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
voice-port 0/2/1
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type { 2 | 3 | 5 }
 signal lmr
 lmr e-lead voice
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain { -27 - 16 }
 output attenuation { -16 - 27 }
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 10
 timing hangover 80
timing delay-voice tdm 40

 connection trunk 102
 description VAD Operated Voice Port
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 102 voip
 destination-pattern 102
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.2:21000
 codec g711ulaw
 vad aggressive
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Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定
COR/COS 作動シグナリングの設定

COR/COS 作動シグナリングの設定が使用される場合、ルータは、M リード ピン 2 の音声によって送

信される信号を使用します。M リードは無線システムの COR/COS に対応します。これは、無線シス

テム上の受信アクティビティを表します。lmr m-lead audio-gate-in コマンドは、M リードでシーズ

信号が検出された場合のみ、VoIP パケットを生成するよう音声ポートを設定します。M リードから

シーズ信号が削除されると、ルータは VoIP パケットの生成を停止します。無線からのピン 3 および 6 
にオーディオがある場合でも、ルータが、割り当てられているマルチキャスト アドレス上で VoIP パ
ケットの送信を開始するのは、ピン 2 がアクティブになっている場合のみです。通常は、8 本のすべて

の線が使用されます。

表 3-3 は、COR/COS 作動無線とインターフェイスするときに使用されるワイヤリング接続を表してい

ます。

次に、COR/COS 作動シグナリングに対して設定されている LMR 音声ポート用の設定例を示します。

この例では、type { 2 | 3 | 5 } は通常 type 3 になりますが、ご使用の無線機器に も適合するタイプを

選択するには、図 3-3（P.3-5）、図 3-4（P.3-6）、および図 3-5（P.3-7） を参照してください。Input 
gain { -27 - 16 } は通常 10 となりますが、Cisco IPICS のエンドポイントで 適なオーディオを受信す

るには、必要に応じてこの値を調整してください。Output attenuation { -16 - 27 } は通常 10 となりま

すが、無線で 適なオーディオを受信するには、必要に応じてこの値を調整してください。LMR ゲー

トウェイの音声ポートへ無線を接続する場合には、音声レベルのバランスが正しくなるよう調整が必要

になることがあります。無線では通常、ゲインの調整を提供しており、無線から音声ポートへの信号レ

ベル、および音声ポートから無線への信号レベルで、無線および音声ポートの調整が必要になることが

あります。トーン制御無線を使用する場合は、LMR ゲートウェイから無線へ送信されるトーンも、音

声ポートの output attenuation の設定によって影響を受けることに注意してください。これらの設定を

適にして目的のオーディオ レベルにする場合には、音声ポートの調整によって、トーン信号のレベ

ルと品質に悪影響を与えないように注意してください。

voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos n4o-action
!
voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 operation 4-wire

表 3-3 COR/COS の物理的な LMR 接続

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

1 Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

2 M リード 白 /オレンジ COR/COS

3 リング 白 /グリーン スピーカー +

4 リング 1 ブルー マイク –

5 チップ 1 白 /ブルー マイク +

6 ヒント グリーン スピーカー –

7 E リード 白 /ブラウン PTT

8 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン アース
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 type { 2 | 3 | 5 }
 signal lmr
 lmr m-lead audio-gate-in ! RX audio IP packets only sent when this lead is active.
 lmr e-lead voice
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain { -27 - 16 }
 output attenuation { -16 - 27 }
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 101
 description COR/COS Operated Voice Port
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 101 voip
 destination-pattern 101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.1:21000
 codec g711ulaw

トーン制御無線で Cisco IPICS を配置する場合の重要な考慮事項

この項では、トーン制御無線で Cisco IPICS を配置する場合に注意しなければならない重要な考慮事項

について説明します。この項は、次のトピックで構成されています。

• 「Cisco IPICS のトーン制御シグナリングについて」（P.3-12）

• 「無線によるトーン シグナリング」（P.3-15）

• 「トーン制御無線チャネルでの IDC の使用」（P.3-17）

• 「Cisco IPICS の配置におけるトーン リモート無線設定の要件」（P.3-18）

• 「ディスクリプタ ファイルについて」（P.3-19）

• 「Cisco IPICS トーン リモート機能を使用しない、無線のためのトーン シーケンス提供」（P.3-22）

• 「VTG のトーン制御無線チャネル」（P.3-24）

• 「トラブルシューティング技術」（P.3-25）

• 「IDC の警告」（P.3-38）

Cisco IPICS のトーン制御シグナリングについて

Cisco IPICS の配置にトーン制御無線が含まれている場合、Cisco IPICS エンドポイントは、Cisco 
IPICS でネイティブ トーンのリモート制御機能を使用するか、または手動で Cisco IOS ソフトウェア

を設定してインバンド オーディオ トーン シーケンスを挿入することによって、無線制御機能を実行す

ることができます。この項では、それぞれの方法について次のトピックで説明します。

• 「トーン リモート制御のための Cisco IPICS のネイティブ機能の使用」（P.3-13）

• 「インバンド オーディオ トーン シーケンス挿入のための Cisco IOS の手動設定」（P.3-14）
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トーン リモート制御のための Cisco IPICS のネイティブ機能の使用

Cisco IPICS はトーン リモート制御機能を統合して、IDC が、事前に定義されている RFC 2833 パケッ

トを、LMR ゲートウェイ ルータに設定したマルチキャスト アドレスへ送信できるようにします（この

マルチキャスト アドレスは、無線ネットワークのトーン制御インターフェイスが接続されている LMR 
ゲートウェイ ルータ内の実際の音声ポートに割り当てられています）。RFC 2833 パケットは、ディス

クリプタ ファイルを使用することによって Cisco IPICS サーバに定義したトーン シーケンスを表しま

す。これらのディスクリプタ ファイルは適切に定義された XML ドキュメントであり、Cisco IPICS 
サーバへアップロードし、管理コンソールを介して目的の無線チャネルへ割り当てます。この設定によ

り、IDC 上の無線チャネルは、対象ユーザに割り当てられているチャネル セレクタ（機能）ボタンを

使用することができます。

図 3-6 に、このシーケンスを示します。

1. ディスクリプタ ファイルが Cisco IPICS サーバへアップロードされます。

2. IDC ユーザがチャネル セレクタ ボタン、または PTT チャネル ボタンを押すと、設定されている 
RFC 2833 パケットが LMR ゲートウェイへ送信されます。

3. LMR ゲートウェイは、Ear and Mouth（E&M）ポートに接続されているデバイスへ、対象のイン

バンド オーディオ トーンを送信します。

図 3-6 IDC トーン リモート制御シーケンス

図 3-7 は、Kenwood-CPI という名前で設定されている IDC 無線チャネルの図を表しています。この例

は、KENF1 チャネル セレクタ ボタンが押された状態の、アクティブなチャネルを示しています。

この例では、KENF1 および F2 がチャネル セレクタ機能ボタンで、On/Off、MON、および 
High/Med/Low（POW）は制御機能ボタンです。

（注） ディスクリプタ ファイル内の POW 制御機能の設定に基づいて、この制御は 3 つのパワーセレクタ ボ
タン（High/Med/LowO）ボタンを表示できます。
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図 3-7 IDC 無線チャネル

インバンド オーディオ トーン シーケンス挿入のための Cisco IOS の手動設定

Cisco IPICS に含まれている機能だけでなく、インバンド オーディオ トーンを挿入するよう Cisco IOS 
を手動で設定できます。この設定は、無線の E&M 音声ポート上で直接実行するか、または DS0 ルー

プバックを使用することにより実行し、ループバックの左側でマルチキャスト オーディオを受信した

ときに必ずインバンド トーンを挿入することができます。

図 3-8 は、トーン信号の設定が無線 E&M 音声ポートに割り当てられるときのシーケンスを示していま

す。この場合、マルチキャスト ストリームを受け取ったときに必ず、トーンは、接続されているデバ

イスへの出力になります。

図 3-8 手動による Cisco IOS トーン信号のシーケンス

図 3-9 は、トーン信号の設定が DS0 ループバックの左側に割り当てられるときのシーケンスを示して

います。この場合、トーンは、ループバックの右側でループバック ケーブルへの出力となり、トーン

制御無線のマルチキャスト アドレスでインバンド オーディオとなります。
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図 3-9 DS0 ループバックによるトーン信号の設定

図 3-8 および図 3-9 に示すように、これらの両方のシナリオでは、Cisco IPICS エンドポイントで、

ループバックの左側に関連付けられている Cisco IPICS チャネルを選択することが可能で、これらのエ

ンドポイントが伝送を行うときに適切なトーンを挿入し、必要な無線へ送信することができます。

無線によるトーン シグナリング

従来の無線システムの多くは、インバンド トーン シグナリングを使用して、アクティビティを表し、

トランスミッタを駆動し、チャネル選択を制御します（インバンド オーディオは、通常の音声伝送に

含まれているオーディオを参照します）。Cisco LMR ゲートウェイを設定してこれらのトーンを生成

し、無線を制御することができます。通常、トーン シグナリングには次の 3 つのフェーズがあります。

• ウェイクアップ トーン /High Level Guard Tone（HLGT; 高レベル ガード トーン）：特定の持続期

間および周波数のトーンで、追加のシグナリングが着信することを示すために、ベース ステー

ションのプリアンブルとして機能します。

• 周波数選択（または制御）トーン /機能トーン：一連のトーンのうちの 1 つで、これを使用して、

オーディオに対する周波数（チャネル）を選択します。

• ガード トーン /Low Level Guard Tone（LLGT; 低レベル ガード トーン）：特定の周波数のトーン

で、チャネル上にアクティビティが存在する間、保持されます。このトーンは、チャネルが停止し

たことを表します。

図 3-10 に一般的なトーン シーケンスを示します。

図 3-10 一般的なトーン シーケンス
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IP ネットワークを介してインバンド オーディオ トーンを伝送しなくても済むように、この機能では、

無線ネットワークのトーン制御インターフェイスに直接接続されている Cisco LMR ゲートウェイ 
E&M ルータの音声ポートで、トーンを挿入することができます。

静的なトーン挿入は、複数のシングル トーンからなる 1 つの固定シーケンスで、特定のシーケンスに

は 大 10 個のトーンまたはポーズが含まれます。このシーケンスは、音声ポートから接続されている

無線システムへのすべての伝送で使用されます。静的なトーン挿入は E リードのアクティビティで開

始され、音声の再生でハングオーバー時間の期限を経過したときに終了します。ハングオーバー時間で

は、Cisco LMR ゲートウェイが無線をアンキーイングする前に、バッファされているすべてのオー

ディオが確実に再生されます。

トーン シーケンスには、次のトーンの組み合わせが含まれます。

• シングル トーン：周波数、持続期間、および振幅が固定のトーン。

• 一時停止：持続期間が固定のトーン。

• ガード トーン：周波数および振幅が固定のトーン。音声パケットが継続している間のみオーディ

オを再生します。

• アイドル トーン：音声パケットが存在しない場合に再生します。アイドル トーンとガード トーン

は互いに排他的です。

図 3-11 は、Cool Edit Pro/Adobe Edition の分析機能を使用して参照した場合の、トーン シーケンスの

例を示しています。これは、高レベル ガード トーン、機能トーン、および低レベル ガード トーン

（キーイング トーン）を構成する、トーン シーケンスの例を示しています。

図 3-11 トーン シーケンスの例

Cisco IPICS では、IDC が送信する RFC 2833 パケットが、LMR ゲートウェイによってオーディオ 
トーン シーケンスのこのタイプに変換されます。IP Phone、または手動で設定したトーン シグナリン

グの他のフォームを使用すると、生成されるオーディオ トーンは、明示的な手動設定の結果となり、

オーディオ トーンの生成に必要になります。これらのトーンは、Cisco IOS の voice class tone-signal 
コマンドを使用して音声ポートに割り当てることができます。
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挿入されたトーンを設定する場合は、音声パケットが再生される前に、timing delay-voice tdm コマン

ドを使用して遅延を設定するようにします。遅延を設定すると、挿入されたトーンが音声パケットに上

書きされなくなります。遅延は、トーン信号の音声クラスにおいて、挿入されたトーンと停止の期間の

合計と等しくなるようにします。

表 3-4 は、一般的なトーン制御の周波数を示しています。

（注） 無線のトーン制御パネルに接続されているデバイスが E&M ポートのみの場合は、2 線または 4 線設定

のいずれかがサポートされます。トーン制御パネルに、E&M ポート以外のデバイスが接続されている

場合は、2 線のトーン制御設定のみがサポートされます。Cisco IPICS E&M の 4 線設定を、既存のコ

ンソールなどの複数の接続を持つ環境に統合しようとすると、IDC がコンソールの伝送を再生できな

いこと、およびコンソールが IDC の伝送を再生できないことがあります。シスコでは、可能な場合は 
2 線のトーン制御を使用することを推奨しています。このトーン制御は強力なソリューションを備えて

いるためです。

トーン制御無線チャネルでの IDC の使用

図 3-12 で、図の左側は、無線チャネルを備えた IDC を表しています。この無線チャネルには、右側に

示されている無線上の Fire チャネルおよび Police チャネルに対するチャネル セレクタがあります。

表 3-4 一般的なトーン制御周波数

トーン周波数 機能トーン 相対レベル トーンの持続期間

2175 Hz ウェイク アップ +10 dB 120 ミリ秒

1950 Hz 送信 F1 0 dB 40 ミリ秒

1850 Hz 送信 F2 0 dB 40 ミリ秒

1750 Hz 送信 F7 0 dB 40 ミリ秒

1650 Hz 送信 F8 0 dB 40 ミリ秒

1550 Hz ワイルドカード 0 dB 40 ミリ秒

1450 Hz ワイルドカード 0 dB 40 ミリ秒

1350 Hz 送信 F3 0 dB 40 ミリ秒

1250 Hz 送信 F4 0 dB 40 ミリ秒

1150 Hz 送信 F5 0 dB 40 ミリ秒

1050 Hz 送信 F6 0 dB 40 ミリ秒

2050 Hz CTCSS モニタ 0 dB 40 ミリ秒

2175 Hz ガード トーン –20 dB PTT の持続期間
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図 3-12 トーン制御無線チャネルでの IDC

この例では、IDC ユーザは、ディスクリプタを備えたアクティブな無線チャネル（Radio a）を持って

います。この無線チャネルには、Police および Fire に対するチャネル セレクタ ボタンがあります。

IDC ユーザがチャネル セレクタ ボタンを押すと、ディスクリプタで定義されている対象のトーンシー

ケンスが、Real-Time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送プロトコル）のストリーム内で RFC 
2833 パケットとして、設定されているマルチキャスト アドレスへ送信されます。

マルチキャスト アドレスに割り当てられている E&M ポートのダイヤル ピアが payload type コマンド

で正しく設定されていると、LMR ゲートウェイは RFC 2833 パケットを解釈し、対象のトーン シーケ

ンスを、E&M ポートに接続されているデバイスへオーディオとして送信します。

LMR ゲートウェイで、IDC が送信した RFC パケットを解釈できるようにするには、トーン制御無線

に接続されている音声ポートに割り当てられているダイヤル ピア上で、次のコマンドを設定します。

Router(config-dial-peer)# rtp payload-type nte-tone 108
Router(config-dial-peer)# rtp payload-type lmr-tone 107

接続されているデバイスがトーン シーケンスを受信すると、デバイスはそれに従って応答します。つ

まり、デバイスがトーン シーケンスを受け取ったときに、特定の機能を実行するようデバイスが設定

されている場合は、そのように作動します。

（注） IDC は、チャネル セレクタ ボタンが押されたときに RFC 2833 パケットを送信するだけでなく、PTT 
ボタンが押されたときに選択されているチャネル上で RFC 2833 パケットを送信します。実際の動作

は、ディスクリプタ ファイルの定義によって決定されます。具体的には、セレクタが押された場合に

は、「tune」エレメントに定義したアクションが発生します。PTT ボタンが押された場合には、

「begintransmit」エレメントに定義されているアクションが発生します。トーン シーケンスは通常、次

のようにして定義します。
• tune = HLGT + rfc2833tone 
• begintransmit = HLGT + rfc2833tone + LLGT 

Cisco IPICS の配置におけるトーン リモート無線設定の要件

表 3-5 は、Cisco IPICS の配置において、さまざまなトーン制御無線シナリオで必要な項目について説

明しています。設置前フォームについては、表 3-6 および表 3-7 を参照してください。ここには、

Cisco IPICS のインテグレーターおよび無線チームが提供しなければならない情報について記載されて

います。
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ディスクリプタ ファイルについて

トーン ディスクリプタ ファイルは適切に定義された XML ドキュメントです。ユーザはこれらのド

キュメントを Cisco IPICS サーバへアップロードし、無線チャネルに関連付けます。Cisco IPICS はこ

れらのディスクリプタ ファイルを使用して、IDC 無線チャネルにどのボタンを表示するか、および各

ボタンでどの機能を実行するかを決定します。アップロードされたディスクリプタ ファイルは、Cisco 
IPICS データベースに存在しています。

デフォルトでは、Cisco IPICS のにいくつかのサンプル ディスクリプタ ファイルが含まれています。

この項では、CPIExample.xml というサンプル ファイルの内容について取り上げます。

表 3-5 トーン制御無線シナリオで必要な項目

設定可能な項目 必要な場合 使用例

ディスクリプタ ファ

イル

IDC ユーザが制御するす

べてのトーン制御無線の

場合

無線制御機能を実行する IDC ユーザ。

E&M 音声ポート すべての無線とインター

フェイスする場合

無線を備えているすべての Cisco IPICS 配置では、

無線のインターフェイスと適合させるために音声

ポートの設定が必要です。

E&M 音声ポート ダ
イヤル ピア

すべての無線とインター

フェイスする場合

無線を備えているすべての Cisco IPICS 配置では、

IP ネットワークとのマルチキャスト接続を確立す

るためにダイヤル ピアの設定が必要です。

rtp payload-type コ
マンドが定義されて

いる E&M 音声ポー

ト ダイヤル ピア

IDC ユーザが制御するす

べてのトーン制御無線の

場合 

トーン制御無線を備えている Cisco IPICS の配置

では、IP ネットワークへのマルチキャスト接続を

確立するためにダイヤル ピアの設定が必要になり

ます。これは、トーン制御機能を実行する IDC ク
ライアントによって RFC 2833 パケットが送信さ

れるときに、rtp payload type コマンドによって

設定されます。

トーン信号の定義 ユーザが定義したインバ

ンド オーディオ トーン 
シーケンスによって制御

され、IDC によって送信

された RFC 2833 パケッ

トの結果として LMR 
ゲートウェイで生成され

ない、すべてのトーン制

御無線の場合。

トーン信号の設定を使用して、音声ポートに対し

てトーン シーケンスを割り当てて、ストリームへ

インバンド オーディオ トーンを挿入できるように

します。RFC 2833 パケットを受け取らない場合

は、E&M ポートまたは DS0 ループバック上でこ

の設定を実行し、受け取ったマルチキャスト スト

リームで、音声ポートに関連付けられているマル

チキャスト アドレスに対してループバックを介し

て挿入できるようにします。この音声ポートは、

トーン制御無線が接続されています。

手動で設定されてい

る DS0 ループバック

Cisco IPICS ユーザが、

RFC 2833 パケットなし

でマルチキャスト スト

リームを送信した結果と

して生成する必要があ

る、インバンド オーディ

オ トーン シーケンスの

場合。

Cisco IPICS の IP Phone ユーザ、または通常の

チャネルを備えている IDC ユーザに対して使用

し、ループバックの一方の端で受け取るマルチ

キャスト チャネルに対して伝送できるようにしま

す。この処理により、トーンは挿入され、ループ

バックの他方の端に対して送信されます。ループ

バックの他方の端は、トーン制御無線に接続され

ている音声ポートで使用されているマルチキャス

ト アドレスに割り当てられます。
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Cisco IPICS のディスクリプタ ファイル内のエレメントを正しく定義する方法を理解するために、次の

ガイドラインと参照を使用します。

• すべての Cisco IPICS ディスクリプタ ファイルは、次のバージョンおよびエンコーディング ス
テートメントで始める必要があります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

• Cisco IPICS のディスクリプタ ファイルには、ディスクリプタの名前を定義する、"name" 属性を

持つ次のエントリが含まれています。この名前は、Cisco PICS 管理コンソールでディスクリプタ 
ウィンドウに表示されます。
<ipics:RadioTypeDescriptor xmlns:ipics="urn:com.cisco.ipics.RadioDescriptor" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="urn:com.cisco.ipics.RadioDescriptor ../RadioDescriptor.xsd " 
name="CPI Example">

Commands

Commands タグは再利用可能な CommandRefs を定義します。これは、ディスクリプタ ファイルを通

じて使用できます。たとえば、High Level Guard Tone（HLGT; 高レベル ガード トーン）が、120 ミリ

秒の 0 dB で常に 2175 Hz の信号になっている場合は、ID を "hlgt" としてコマンドを定義できます。次

に "hlgt" の CommanRef を Channel タグで使用して、これが使用する対象のトーンであることを示す

ことが可能です。

<Commands>
   <Command id="hlgt">
     <Rfc2833Tone db="0" duration="120" frequency="2175" /> 
  </Command>
    <Command id="llgt">
     <Rfc2833Tone db="-30" duration="0" frequency="2175" /> 
  </Command>
     <Command id="dtmf-5">
       <Rfc2833Event db="-30" duration="20" event="5" /> 
   </Command>
</Commands>

ChannelSelectors

ChannelSelectors は、無線がサポートしているさまざまなチャネル /周波数 /チャネル セレクタ ボタン

を表します。つまり、ある無線が 8 個のチャネルをチューニングできる場合は、8 個の 
ChannelSelector エレメントが表示され、各エレメントには、それぞれのチャネルをチューニングする

のに必要なトーンが記述されます。チャネルをチューニングするのに必要なトーンについて記述するだ

けでなく、無線チャネル上のすべての伝送の前に、再送しなければならないトーンについても記述する

必要があります。これらのトーンは通常、Low Level Guard Tone（LLGT; 低レベル ガード トーン）と

呼ばれます。

ChannelSelectors タグには次のエレメントが含まれています。

• ChannelSelector：無線上のシングル チャネルを表しており、次の必要な属性をサポートしていま

す。

– Label：チャネルに合った一意の識別子を指定します。

– Action：Commands および CommandRefs のシーケンスをグループ化します。チャネル セレ

クタは、tune と begintransmit の 2 つのタイプのアクション エレメントをサポートしていま

す。

IDC ユーザが IDC から ChannelSelector を選択すると、tune アクション トーンは再生を行い

ます。
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IDC ユーザが無線上で送信を行う（PTT ボタンを押す）と、begintransmit アクション トーン

が再生を行います。

必要な属性：type = tune または begintransmit

• DefaultChannelSelector（オプション）：IDC がサーバから 初に無線トークグループを受け取っ

た場合、IDC はどの ChannelSelector に対して無線をチューニングするのかわかりません。ただ

し、この「不明な」チャネルを伝送するために、LMR ゲートウェイではすべての伝送の前に、低

レベル ガード トーンが必要になることがあります。IDC は、チューニング対象のチャネルを検出

できない場合、常に DefaultChannelSelector の begintransmit トーンを送信します。

次の例は、CPIExample ディスクリプタ ファイルの ChannelSelectors エレメントの部分の例を示して

います。この中には、DefaultChannelSelector、F1、および Scan が含まれています。

<ChannelSelectors>
  <DefaultChannelSelector>
    <Action type="begintransmit">
      <CommandRef href="hlgt" /> 
      <CommandRef href="llgt" /> 
    </Action>
</DefaultChannelSelector>

<ChannelSelector label="F1">
   <Action type="tune">
      <CommandRef href="hlgt" /> 
        <Command>
          <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1950" /> 
        </Command>
     </Action>
     <Action type="begintransmit">
       <CommandRef href="hlgt" /> 
         <Command>
           <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1950" /> 
          </Command>
        <CommandRef href="llgt" /> 
       </Action>
  </ChannelSelector>
    <ChannelSelector label="SCAN">
      <Action type="tune">
       <CommandRef href="hlgt" /> 
         <Command>
          <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1050" /> 
         </Command>
       </Action>
        <Action type="begintransmit">
         <CommandRef href="hlgt" />
           <Command>
            <Rfc2833Tone db="-10" duration="40" frequency="1050" /> 
           </Command>
          <CommandRef href="llgt" /> 
        </Action>
      </ChannelSelector>
    </ChannelSelectors>

制御機能

次の例は、CPIExample ディスクリプタ ファイルの Enc や POW など、ControlFunctions エレメントの

部分を示しています。

<ControlFunctions>
   <Stateful shortName="Enc" longName="Encryption"    
      description="Enable/Disable OTA Encryption"  
      presentation="multiple">
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      <State shortName="On">
         <Action type="pressed">
            <Command>
               <Rfc2833Tone db="-30" duration="20" 
                  frequency="1105" />
            </Command>
         </Action>
      </State>
      <State shortName="Off">
         <Action type="pressed">
            <Command>
               <Rfc2833Tone db="-30" duration="20" 
               frequency="1110" />
            </Command>
         </Action>
      </State>
   </Stateful>
   <Stateful shortName="POW" longName="Power"   
   description="High/Medium/Low Transmit Power" 
   presentation="multiple">
      <UnknownState shortName="PUkwn" longName="Power Unknown" 
      description="The power is in an unknown state" />
      <State shortName="High">
         <Action type="pressed">
            <Command>
               <Rfc2833Tone db="-30" duration="20" 
               frequency="1115" />
            </Command>
         </Action>
      </State>
      <State shortName="Med">
         <Action type="pressed">
            <Command>
               <Rfc2833Tone db="-30" duration="20" 
               frequency="1120" />
            </Command>
         </Action>
      </State>
       <State shortName="Low">
         <Action type="pressed">
            <Command>
               <Rfc2833Tone db="-30" duration="20" 
               frequency="1125" />
            </Command>
         </Action>
      </State>
   </Stateful>
</ControlFunctions>

Cisco IPICS トーン リモート機能を使用しない、無線のためのトーン シーケンス提供

Cisco IPICS で IDC トーン リモート機能を実装しているだけでなく、ユーザは Cisco IOS を利用して、

RTP ストリームのインバンド オーディオとしてトーン シーケンスを送信できます。このアプローチ

は、Cisco IPICS のネイティブ トーン リモート機能を使用して、またはその代わりに Cisco IPICS 配置

で使用できます。

（注） Cisco IPICS IDC のトーン リモート機能と、手動で定義したトーン設定を混在させることも可能です

が、混在させる前に、制約および警告について十分に理解しておく必要があります。
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次の項では、トーン制御も含めて、さまざまなタイプの無線を配置する方法、およびインターフェイス

する方法について説明します。警告については、「警告」（P.3-24）を参照してください。Cisco IOS を
設定して、ループバック DS0 を利用してマルチキャスト ストリームにトーン シーケンスを挿入できる

ようにする方法については、「2 線のトーン制御設定（2 ～ 10 周波数）」（P.3-43）を参照してください。

Cisco IPICS の配置では、Cisco IPICS ユーザが、Cisco IPICS XML クライアントを使用して IP Phone 
からトーン リモート制御無線を伝送できるようにしなければならないことがあります。IP Phone は 
RFC 2833 パケットの送信をサポートしていないため、DS0 ループバック ポートを使用して、インバ

ンド オーディオとして必要なトーンの挿入を手動で設定することができます。

たとえば、必要なループバックおよびトーン信号が設定されている割り当て済みのチャネルを持ってい

る IP Phone ユーザは、対応するチャネルを伝送するときに、チャネルを選択し、無線をキーイングす

ることができます。チャネルを切り替える場合、IP Phone ユーザは、対応する手動ループバックが設

定されている別のチャネルを選択し、そのチャネル上で伝送を行うだけです。このアプローチにより、

Cisco IPICS ユーザは、RFC 2833 パケットを使用せずにトーン制御無線ネットワークを制御できます。

図 3-13 は、チャネル上でオーディオを送信する IP Phone ユーザを表しています。

1. オーディオは、DS0 ループバックが設定されているルータ上で受信されます（この例では、ルー

タは RMS です）。

2. （Cisco IPICS の）チャネルは、ループバックの左側と同じマルチキャスト アドレスに割り当てら

れます。

3. ループバック ペアの左側でオーディオが受信されると、関連付けられている音声ポートのトーン

信号コマンドにより、対象のインバンド トーン シーケンスがループバック TDM インターフェイ

スへ送信されます。

4. トーンは、ループバック ペアの右側で受信されます。

5. このオーディオ ストリームには現在、右側のマルチキャスト アドレスに送信された、対象のイン

バンド オーディオが含まれています。

6. 右側のマルチキャスト アドレスは、無線音声ポート上に設定されたアドレスと一致している必要

があります。

7. 静的なトーン シーケンスは、接続されているトーン制御無線に送信されます。これにより、対応

するチャネルを選択し、無線の伝送をキーイングできるようになります。

（注） WAN リンク経由のトーン送信を防止したり、他のトポロジ関連の悪影響を防止するには、で

きるだけ LRM ゲートウェイの近くにトーンを挿入するようにしてください。

図 3-13 IP Phone ユーザのオーディオ
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このアプローチは、IP Phone ユーザ、リモート IDC ユーザ、および非マルチキャスト IDC ユーザが、

トーン制御無線上で複数のチャネルを選択およびキーイングできるようにするために、複数のチャネル

およびループバック ペアによって実装することが可能です。

図 3-13 に示す使用例をサポートするには、次の設定が必要です。

• Cisco IPICS チャネルを定義し、そのチャネルにマルチキャスト アドレスを割り当てます。

• チャネルを Cisco IPICS ユーザに割り当てます。

• RMS またはその他の LMR 対応のルータで、ループバック設定内の DS0 のペアを手動で設定し、

無線マルチキャスト アドレスにトーンを挿入します。

（注） 手動のループバック設定で必要な、特別な設定の詳細については、「無線によるトーン シグナリング」

（P.3-15）を参照してください。

警告

このアプローチを使用する場合には、次の点に注意してください。

• このアプローチでは、実際にインバンド オーディオ トーンを送信します。したがって、Cisco IOS 
のサポートされているバージョンを実行している LMR ゲートウェイと組み合わせて、Cisco 
IPICS IDC によって使用されている RFC 2833 の実装よりも、ネットワーク トポロジの考慮事項

の影響を受けやすくなります。Cisco IPICS がサポートしている Cisco IOS のバージョンに関する

新情報は、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してください。

• 静的に設定されたループバック ペアを提供するために RMS を使用する場合は、対応する DS0 を
無効にして、その RMS について Cisco IPICS 管理コンソールで予約済みとしてマークする必要が

あります。

• Cisco IPICS トーン リモート IDC と組み合わせてこのアプローチを使用する場合、IDC クライア

ントは、IP Phone ユーザによって開始されたチャネルの変更を反映する機能がないことに注意し

てください。実装が混合している環境におけるこの制約は、十分に理解しておいてください。

• IDC ユーザが無線チャネルでチャネル セレクタ ボタンを押すと、アクティブな同じ無線チャネル

を持つ他の（非リモート）IDC クライアントは RFC 2833 パケットを受信し、それに従って自身の

チャネル セレクタ インジケータを更新します。

VTG のトーン制御無線チャネル

状況によっては、VTG に複数の無線チャネルが含まれている場合に、無線をキーイングするのに必要

なトーンが送信されません。したがって、VTG に複数の無線チャネルを追加する場合には次のポイン

トについてよく考慮し、「VTG の警告」（P.3-25）を参照してください。

• Cisco IPICS IDC は無線チャネルを使用する場合、設定されているマルチキャスト アドレス上の 
RFC 2833 パケットを伝送します。これらのパケットは、E&M 音声ポートにホストしている LMR 
ゲートウェイに到達します。この音声ポートはトーン制御無線に接続されています。このシナリオ

では、LMR ゲートウェイが RFC 2833 パケットを解釈し、（E&M ポート上の）接続されているデ

バイスへ対応するトーンを送信します。

• 音声ポートだけでなく、VTG ループバックにホストしている RMS は IDC から RFC 2833 パケッ

トを受信します。ただし、ループバックを使用して、受信した RTP ストリームを VTG 内の他のマ

ルチキャスト アドレスへ混在させると、RFC パケットは失われます。つまり、IDC が伝送する 
RFC 2833 パケットは、VTG 内の他の無線チャネルをリスニングしているデバイスには送信され

ません。結果として、LMR ゲートウェイは、これらの無線をキーイングするのに必要なトーンを

挿入しません。
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無線をキーイングするためのトーンを確実に収集するために、無線音声ポートを手動で設定できます。

この設定では、voice class tone-signal の設定を、無線が接続されている音声ポートへ割り当てる必要

があります。この設定には、無線をキーイングするのに必要なトーン シーケンスが含まれている必要

があります。

場合によっては、無線は、選択されているチャネル上でキーイングすることも可能です。また、トーン 
シーケンスにチャネル セレクタ機能トーンが含まれていなければならない場合もあります。機能トー

ンが必要な場合は、対象の無線が VTG 内にあり、その VTG に他の無線が含まれているときに、無線

が特定のチャネルを使用することができます。

VTG の警告

VTG に関連する次の警告に注意してください。

• 無線は、チャネル選択に対する機能トーンを含んでいないキーイング シーケンスについてプログ

ラムされているか、またはトーン シーケンスに静的なチャネル選択シーケンスが含まれていなけ

ればなりません。静的なチャネル選択シーケンスは、無線ベース ステーションを制限し、VTG 内
の他のデバイスからオーディオを受信するときに、特定のチャネルを使用します。

• Cisco IOS ゲートウェイ ソフトウェアは、これらの両方が存在する場合に、手動の設定よりも 
RFC 2833 パケットを優先します。これは、両方を保持できる間は、すべての参加者がこのシナリ

オの潜在的な影響について十分に理解する必要があることを意味しています。

トラブルシューティング技術

Cisco IPICS の配置においてトーン制御無線の問題を解決する場合に、 も重要なステップは、接続さ

れているトーン制御無線ネットワークへ送信されるトーンの完全性が、無線が予想しているものと一致

していることを明確にすることです。

Cisco IPICS のインテグレーターは、この境界において、トーン シーケンスが正しく提供されているこ

とを立証する必要があります。このポイントは、E&M 音声ポートの電気インターフェイスです。この

ようにするために、インテグレーターは分析のためのオーディオ ストリームをキャプチャできるよう

にする必要があります。

必要なトーン シーケンスが E&M インターフェイスに存在していることを確認するには、次の技術を

使用できます。

無線システムのトーン制御インターフェイスとインターフェイスする場合には、無線機能を制御するた

めにどのトーン シーケンスが必要かを理解しておく必要があります。

Cisco IPICS に無線を配置するのに必要な詳細を文書化するための、設置前のフォームについては、

表 3-6 および表 3-7 を参照してください。フォームの一部では、Cisco IPICS インテグレーターの入力

が必要です。またフォームの他の部分で、無線の担当者の入力が必要です。配置する各無線について、

このフォームを完成してください。

表 3-6 トーン制御無線用の Cisco IPICS 設置前フォーム：Cisco IPICS インテグレーター

項目 Cisco IPICS インテグレーターからの情報

Cisco IPICS の設定情報

Cisco IPICS の無線名

Cisco IPICS のチャネル名

ディスクリプタ ファイル名

ロケーション

LMR ゲートウェイ設定情報
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音声ポート

ダイヤルピア

宛先パターン

マルチキャスト アドレス

表 3-7 トーン制御無線用の Cisco IPICS 設置前フォーム：無線チーム

項目 無線チームからの情報

LMR ゲートウェイ設定情報

2/4 線

シグナリング タイプ（II、
III、V）

COR/COS または VAD

トーン制御無線の詳細

無線名

HLGT 周波数

HLGT レベル

HLGT の持続期間

LLGT 周波数

LLGT レベル

機能 1 の名前

機能 1 の周波数

機能 1 のレベル

機能 1 の持続期間

機能 1 のシーケンス

機能 2 の名前

機能 2 の周波数

機能 2 のレベル

機能 2 の持続期間

機能 2 のシーケンス

機能 3 の名前

機能 3 の周波数

機能 3 のレベル

機能 3 の持続期間

機能 3 のシーケンス

機能 4 の名前

表 3-6 トーン制御無線用の Cisco IPICS 設置前フォーム：Cisco IPICS インテグレーター（続き）

項目 Cisco IPICS インテグレーターからの情報
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機能 4 の周波数

機能 4 のレベル

機能 4 の持続期間

機能 4 のシーケンス

機能 5 の名前

機能 5 の周波数

機能 5 のレベル

機能 5 の持続期間

機能 5 のシーケンス

機能 5 の名前

機能 6 の名前

機能 6 の周波数

機能 6 のレベル

機能 6 の持続期間

機能 6 のシーケンス

機能 7 の名前

機能 7 の周波数

機能 7 のレベル

機能 7 の持続期間

機能 7 のシーケンス

機能 8 の名前

機能 8 の周波数

機能 8 のレベル

機能 8 の持続期間

機能 8 のシーケンス

機能 9 の名前

機能 9 の周波数

機能 9 のレベル

機能 9 の持続期間

機能 9 のシーケンス

機能 10 の名前

機能 10 の周波数

機能 10 のレベル

表 3-7 トーン制御無線用の Cisco IPICS 設置前フォーム：無線チーム（続き）

項目 無線チームからの情報
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必要なすべての詳細が実装されており、必要な Cisco IPICS の設定が完了していても、希望する効果が

得られない場合は、次のトピックの情報を使用して、分析用のオーディオをキャプチャしてください。

• 「ハードウェアおよびソフトウェアの要件」（P.3-28）

• 「テスト シナリオ」（P.3-29）

• 「RTP ストリームの分析」（P.3-30）

ハードウェアおよびソフトウェアの要件

これらのテストでは、次のコンポーネントを使用する必要があります。

• LMR ゲートウェイに IP 接続しているラップトップ /PC

• IDC

• Wireshark ネットワーク プロトコル アナライザまたはその他の適切なスニファ ツール

• Adobe Edition/Cool Edit Pro（任意）

• LMR ゲートウェイに対する SSH/telnet 接続

• 次の RJ-45 コネクタ ワイヤリングを備えた E&M クロス ケーブル（このケーブル設定は受信ポー

トで使用可能で、これは次の設定例のポート 0/2/0 であり、4 線に設定されています）。

0/2/1                                                    0/2/0 

Voice Port Transmit R1: Pin 4 > Pin 3 Voice Port Receive R
Voice Port Transmit T1: Pin 5 > Pin 6 Voice Port Receive T

図 3-14 は、IDC が RFC 2833 パケットを正しく送信していること、および LMR ゲートウェイが対応

するトーン シーケンスを正しく送信していることを検証するために必要なセットアップを示していま

す。

E&M ポート間に簡単なループバック ケーブルを配置すると、実際の LMR ゲートウェイが生成した

トーンだけでなく、較正の目的のためのテスト トーンを使用してベースライン測定を行うことができ

ます。スニファを使用して IP パケットをキャプチャするには PC を使用します。したがって、LMR 
ゲートウェイ上でポートに対するローカル接続を確立することにより、このテストから IP ネットワー

クを排除することが重要です。

機能 10 の持続期間

機能 10 のシーケンス

機能 10 の名前

表 3-7 トーン制御無線用の Cisco IPICS 設置前フォーム：無線チーム（続き）

項目 無線チームからの情報
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図 3-14 適切なトーン シーケンス フローを検証するためのセットアップ

テスト シナリオ

このシナリオをテストするには、次の手順を実行します。

1. リモートではない IDC を無線チャネル上で伝送します。この伝送により、RFC 2833 パケットが 
LMR ゲートウェイへ送信されます。

2. LMR ゲートウェイはポート on port 0/2/1 でストリームを受信します。

3. rtp payload-type コマンドは対象ポートのダイヤル ピアに定義されているため、LMR ゲートウェ

イは、対応するオーディオ トーンをループバック ケーブルに対して生成します（高レベル ガード 
トーン、機能トーン、および低レベル ガード トーンは、参照先のディスクリプタ ファイルの設定

上にあります）。

4. オーディオ トーンはループバック ケーブル上の出力で、ポート 0/2/0 上で受信されるため、イン

バンド オーディオ トーンは Test Channel 2 のマルチキャスト アドレスに送信されます。

5. このチャネルは IDC 上でアクティブなため、239.192.105.100 に送信される RTP ストリームは、

IDC クライアントのスニファを使用してキャプチャできます。

6. オーディオをキャプチャした後で、それを分析できます。

このテスト シナリオで使用する音声ポートおよびダイヤル ピアの設定については、次の例を参照して

ください。

Port 0/2/0 は受信ポートを表します。

 
voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type 3
 signal lmr
 lmr e-lead voice
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain 1
 output attenuation 1
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 10
 timing hangover 80
 connection trunk 50100
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 threshold noise -40

dial-peer voice 55550100 voip
 destination-pattern 50100
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.192.105.100:21000
 codec g711ulaw
 vad aggressive

Port 0/2/1 は送信ポートを表します。

voice-port 0/2/1
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type 3
 signal lmr
 lmr e-lead voice
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain 1
 output attenuation 1
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 50101
threshold noise -40

dial-peer voice 55550101 voip
 destination-pattern 50101
 rtp payload-type lmr-tone 107
 rtp payload-type nte-tone 108
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.192.105.101:21000
 codec g711ulaw
 vad aggressive

RTP ストリームの分析

上記のテスト シナリオでは、IDC クライアント上のスニファを使用します。したがって、IDC がアク

ティブな 2 つのチャネルに対して Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グ
ループ管理プロトコル）のジョインを実行した結果として、キャプチャには両方のマルチキャスト ス
トリームが存在することが予測されます。

ストリームをキャプチャするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 スニファ上でキャプチャを開始します。

ステップ 2 IDC 上の無線チャネル PTT ボタンを押して、短いオーディオ ストリームを送信します。

ステップ 3 キャプチャを停止します。

ステップ 4 希望するキャプチャの結果が Wireshark に示されている状態で、[Satistics]  > [RTP] > [Show All 
Streams] と選択します。

ポップアップ ウィンドウが表示され、キャプチャで使用できるすべての RTP ストリームが示されま

す。
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この例では、各宛先アドレスについて 1 つのストリームが示されます。

239.192.105.100
239.192.105.101

図 3-15 Wireshark の統計ウィンドウ

ステップ 5 [playload] カラムで正しいコーデックを示している [239.192.105.100] ストリームを選択してクリック

し、[Analyze] をクリックします。

図 3-16 Wireshark の [RTP Streams] ウィンドウ

ステップ 6 図 3-17 に示すように、[Save payload] をクリックします。
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図 3-17 Wireshark の [RTP Stream Analysis] ウィンドウ

ステップ 7 図 3-18 に示されている次のステップに従って、対象のフォルダへナビゲートしてファイルを保存しま

す。

a. [Format] フィールドで、[.raw] オプション ボタンをクリックします。

b. [Channels] フィールドで、[forward] オプション ボタンをクリックします。

c. ファイル名を入力して [OK] をクリックします。
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図 3-18 Wireshark のペイロード ウィンドウ

システムで、分析可能な .raw ファイルが作成されます。

（注） このファイルを分析するには、Cool Edit Pro/Adobe Edition などのアプリケーションが必要です。.raw 
ファイルを分析可能なアプリケーションを使用すると、それらのトーンの特性を明確にし、生成された

トーンが所定の許容範囲内にあるかどうかを確認できます。図 3-24 は、.raw ファイル、およびキャプ

チャしたトーン シーケンスをグラフィカルに示しています。

IDC/LMR ゲートウェイが送信したストリームをキャプチャするだけでなく、LMR ゲートウェイに

よって生成されたトーンをキャプチャして、ループバックされるポートの動作のベースラインを明確に

できます。

この技術を実証するために、LMR ゲートウェイで次のコマンドを使用して、ループバックを通じて 
239.192.105.100 マルチキャスト アドレスに送信された、結果のオーディオ ストリームをキャプチャ

できます。このストリームを使用して、.raw ファイル（この例では test1k.raw）が生成されました。こ

れは、予想された動作が正しく行われたかどうかを確認するために分析されています。

トーンをキャプチャするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 スニファ上でキャプチャを開始します。

ステップ 2 LMR ゲートウェイでトーンを開始するには、E&M 音声ポートがインストールされている LMR ゲー

トウェイで特権 EXEC モードから、次の Cisco IOS コマンドを入力します。

Router# test voice port 0/2/1 inject-tone local 1000hz
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定義：

0/2/1 はスロット / サブユニット / ポートを表します

local は、挿入されたトーンをローカル インターフェイス（近端）へダイレクトします

1000hz は 1 kHz のテスト トーンを挿入します

ステップ 3 トーンを停止するには、次のコマンドを入力します。

Router# test voice port 0/2/1 inject-tone local disable

定義：

disable はテスト トーンを終了します

（注） テストが完了したときには、disable キーワードを入力して必ずテスト トーンを終了します。

ステップ 4 キャプチャを停止します。

ステップ 5 .raw ファイルを生成するには、ステップ 2 とステップ 3 を実行します。

ステップ 6 Cool Edit で [File] > [Open] を選択してファイルを開き、図 3-19 に示されているように、ファイルを選

択してクリックします。

図 3-19 [Cool Edit Pro] ウィンドウ

図 3-20 に示すようなポップアップ ウィンドウが表示されます。
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図 3-20 [Interpret Sample Format] ウィンドウ

ステップ 7 図 3-20 に示す設定を使用して、[OK] をクリックします。

図 3-21 に示すようなポップアップ ウィンドウが表示されます。

図 3-21 [Raw Data] ウィンドウ

ステップ 8 図 3-21 に示す上記の設定を使用して、[OK] をクリックします。

ステップ 9 wave フォームが表示された場合は、[Analyze] ドロップダウン リストボックスから [Show Frequency 
Analysis] を選択します。

ウィンドウが表示され、図 3-22 に示すように、トーンの周波数と詳細が示されます。

図 3-22 Linear View

この例は、1003.9 Hz の周波数を示しています。

ステップ 10 平均レベルを制定するには、[Analyze] > [Statistics] を選択します。
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ポップアップ ウィンドウが表示され、図 3-23 に示すように、-2.42 dB の平均 RMS 電力が示されます。

図 3-23 [Waveform Statistics] の [General] ウィンドウ

このサンプルは、入力した挿入トーン コマンドの結果であり、周波数は 0 dB で送信される 1000 Hz と
予想されます。これは予想された結果にかなり近いものです。整合性の分析および判断を行うために、

より多くのサンプルを取得することができます。

IDC が無線チャネル 1 で伝送したときにキャプチャされたトーン シーケンスを分析するには、手順に

従ってストリームをキャプチャし、.raw ファイルを生成してそれを開きます。このようにすると、無

線チャネルに関連付けられているディスクリプタ ファイルで指定した設定に揃っていることがわかり

ます。この例では、次のような結果になっていると予想されます。

• HLGT：2175Hz、0 dB、120 ms

• 機能トーン：1950 Hz、-10 dB、40 ms

• LLGT：2175 Hz、-30 dB、捕捉期間

図 3-24 は、キャプチャされた .raw ファイルの内容を示しています。
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図 3-24 .raw ファイルおよびキャプチャされたトーン シーケンスのグラフィカルな表示

シーケンス内の各トーンを分析するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左のマウス ボタンを押して、wave フォームのセクションまでドラッグし、マウス ボタンを放すことに

よって、分析する wave の部分を選択します。

ステップ 2 wave のセクションを選択した後で、右下隅をチェックして、選択されているセクションの長さを表示

します。

この例では、HLGT の長さは 120ms であると予想されます。

[Frequency Analysis] ウィンドウに周波数が表示され、[Analyze] > [Statistics] を選択することにより、

平均 RMS 電力レベルが示されます。

図 3-25 は、シーケンス内の 初のトーンが選択されており、統計で -2.97 dB の平均 RMS 電力が表示

されていることを示しています。この測定は、1000 Hz のサンプルで制定した参照よりも約 5 dB 低い

ため、テストのセットアップに関連してわずかな偏差があると見なされます。
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図 3-25 [Waveform Statistics] の [General] ウィンドウ：平均 RMS 電力

（注） シーケンス内の他のトーンについて同じ手順を実行し、周波数、振幅、および持続期間を測定できま

す。分析用の適切なアプリケーションに対するアクセス権を持っていない場合は、Cisco IPICS サポー

トの外部向けメーリング リスト ask-ipics-support@external.cisco.com へ .raw ファイルを送信し、分析

を依頼してください。

特別なマルチキャスト アドレスでオーディオを記録するための追加の音声ポートを設定する方法につ

いては、「アナログ タップによる録音の設定」（P.3-70） を参照してください。

IDC の警告

次の点について注意してください。これは、Cisco IPICS の IDC でトーン制御無線チャネルを使用する

場合の警告です。

• サーバの設定により、IDC が無線チャネル セレクタ ボタンを表示する順序が決定されます。現在

は、これらのボタンの順序を変更したり、ソートすることはできません。

• 無線チャネル内の各チャネルは、その無線チャネルから音量、空間、配置、VAD、優先コーデッ

ク、および RX mute during PTT の設定を継承します。現在のところ、個別に設定可能にすること

はできません。

• セキュア インジケータは、個々のチャネル セレクタ ボタンではなく、無線チャネル自身のセキュ

リティ設定に基づいて設定されます。
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• 音声再生機能は、無線チャネル全体でスピーカーに送られたすべての音声を録音し、再生します。

つまり、音声再生機能は、取り込みの時点でチューニングされていた（アクティブだった）チャネ

ルに応じて、音声を録音し、再生します。音声再生機能は、音声の受信時にアクティブだったチャ

ネルの追跡や表示はしません。

• 状況によっては、同じ無線で同時に操作が行われると、予測できない結果が生じることがありま

す。

– 2 人の IDC ユーザが同じ無線上で同時にチャネルを変更しようとすると、無線はチャネルを変

更できない場合があり、他のスピーカーと転送が混合したり、無線が、選択されたチャネル以

外のものに変更できなかったりすることがあります。

– ある IDC ユーザがチャネル セレクタ ボタンを押して、このユーザが PTT ボタンを押して会話

する前に別のユーザが他のチャネル セレクタ ボタンを押した場合、 初のユーザがチャネル 
セレクタ ボタンを再選択しないと、意図しない周波数で伝送が送信されることがあります。

– 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

制御シーケンスが伝送されることがあります。この場合 IDC は、選択されているチャネルを

正しく提示できないことがあります。

– ある IDC ユーザが無線上で、音声伝送の受信と同時にアクティブなチャネルを変更しようと

した場合、ネットワークおよび無線の設定によっては、物理的な音声チャネルは変わらないこ

とがあります。ただし、IDC は無線チャネルが実際に変わっているかどうか検知できないた

め、チャネルが変わっていない場合でも、チャネルが変更されたと誤って反映させてしまうこ

とがあります。ユーザが次に PTT ボタンを押すと、伝送が受信されていなくても、無線は、

ユーザが 後に選択したチャネルへチューニングします。

– IDC ユーザが伝送していても、競合により、LMR ゲートウェイがトーンを生成できない場合、

低レベル ガード トーンが提示されないことがあります。このような状況では、ユーザの伝送

は無線ネットワーク上を流れないことがあります。

• IDC のスキャン モードの動作は、特定の無線設定によって決まります。スキャン機能を使用して

いる場合に PTT ボタンを押しても、IDC で、現在チューニングされている周波数を実際に検知で

きないことがあります。この場合には、スキャン機能が停止または継続する可能性があり、意図し

ない周波数で伝送が送信されることがあります。

• チャネル セレクタ ボタンを押すと、設定によっては、機能トーンが 1 つ以上の制御の状態を同時

に変えることがあります。

• SIP を使用して IDC を接続する場合は、RMS が RFC トーンを送信しないため、無線機能が制限

されます。RMS が、トーン リモート機能をサポートしている Cisco IOS ソフトウェアのバージョ

ンを実行しており、デフォルトの着信ダイヤル ピア（555）が必須の rtp payload-type コマンド

で設定されている場合、IDC クライアントによって送信される RFC 2198 および RFC 2833 パケッ

トは、RMS ループバック インターフェイスによって可聴インバンド トーンに変換されます。この

トーンによって、物理無線が再チューニングすることがあります。

• 同じ無線上で、SIP ベースの（リモート）IDC ユーザとローカル（マルチキャスト）ユーザを混在

させると、次の問題が発生することがあります。
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（注） 次に示す動作は、次の要因によって決まる可能性があります。

• RMS が実行している Cisco IOS のバージョン、およびそのバージョンがトーン リモート機能

をサポートしているかどうか

• IDC ユーザが RMS への SIP コールを確立するためのデフォルトの着信ダイヤル ピア（555）
の設定に、必須の rtp payload-type コマンドが含まれているかどうか

上記の条件を満たしている場合、リモート IDC ユーザは RMS ループバックへのユニキャスト

を介して RFC 2198 および RFC 2833 パケットを送信しますが、この結果、インバンド オー

ディオ トーンがループバックの相手に送信されます。

– 通常マルチキャスト ユーザには聞こえない制御トーンおよびシグナリング トーンが、VTG の
参加者およびリモートで接続しているユーザに聞こえるようになることがあります。このよう

な状況では、音声が存在する間、トーンが持続的に聞こえることがあります。

– RMS ループバックの理由によりインバンドに送信される制御は、SIP マルチキャスト /VTG 
間の通信に対して使用されますが、マルチキャスト ユーザまたは他の SIP ユーザから正しく

認識することができません。

– 無線制御トーンは無線チャネル VTG を通過し、意図しない無線をチューニングすることがあ

ります。

– 別のロケーション（または SIP ベースのユーザに対しては同じロケーション）にいる IDC ク
ライアントは、無線の状態の変化を正しく反映できないことがあります。

– IDC チャネル制御および信号ボタンは、選択されているチャネルを反映するために変化しませ

ん。したがって、信号（ページなど）は意図しないチャネルを介して伝送される場合がありま

す。

– 同じトーン シーケンスを使用して切り替えを行う無線制御は、制御の開始または現在の状態

が検出されないため、確実に検出されるわけではありません。

– 無線制御とチャネル選択の間には相関関係はありません。つまり、無線でチャネル セレクタ 
ボタンを押すと、その無線にのみ送信されます。

リモート IDC（10.10.10.5）およびローカル マルチキャスト IDC（10.10.1.2）が含まれているシナリ

オでは、RFC 2833 パケットのフローを考慮してください。このシナリオの動作は、RMS が実行して

いる Cisco IOS のバージョン、およびリモート IDC が、RMS に対する SIP コールを確立するために使

用する着信ダイヤル ピアの設定、という要因で決まります。

• RMS が必要な Cisco IOS ソフトウェアを実行していない場合、またはダイヤル ピアで rtp 
payload-type コマンドを使用していない場合は、リモート IDC が RMS へ送信する RFC パケット

がドロップされます。

• 必要な Cisco IOS ソフトウェアが実行されており、ダイヤル ピアの設定が完全な場合、RMS は、

マルチキャスト ストリームにインバンド オーディオ トーンを挿入します。これは、LMR ゲート

ウェイおよびマルチキャスト IDC ユーザに送信されます。

無線を制御するためにトーンを使用できますが、マルチキャスト ストリームをモニタしているすべて

のエンドポイントはオーディオ トーンを再生するため、これは不適切であると見なされます。した

がって、自身の実装に対して何が も適しているかを判断する前に、さまざまな動作について十分理解

しておく必要があります。
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手動によるトーン制御作動シグナリング シナリオの設定例

この項では、Cisco IOS ソフトウェアを手動で設定する場合の設定例について説明します。これは、

トーン制御無線の操作で必要なトーン シーケンスを挿入するためのものです。この項は、次のトピッ

クで構成されています。

• 「単一周波数の 2 線トーン制御設定」（P.3-41）

• 「単一周波数の 4 線のトーン制御設定」（P.3-42）

• 「2 線のトーン制御設定（2 ～ 10 周波数）」（P.3-43）

単一周波数の 2 線トーン制御設定

インターフェイスしているトーン制御パネルが 2 線動作用に設定されている場合、伝送と受信オーディ

オ、および制御トーンは単一ペアのワイヤを介して伝送されます。設定する voice-port で operation 
2-wire コマンドを発行する必要があります。通常、8 本の線のうち 2 本が使用されます。

（注） 1 つのポートを operation 2-wire として設定する場合、同じカード上の両方の E&M ポートは自動的に 
2-wire operation に設定されます。

表 3-8 は 2 線トーン制御の物理的な LMR 接続を示しています。

次に、2 線トーン制御作動シグナリングに対して設定されている LMR 音声ポート用の設定例を示します。

voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
voice class tone-signal 1950Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1950 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!

表 3-8 2 線トーン制御の物理的な LMR 接続

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

11

1. この設定には適用されません。

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ 接続なし

21 M リード 白 /オレンジ 接続なし

31
リング 白 /グリーン 接続なし

4 リング 1 ブルー TX および RX オーディオ

5 チップ 1 白 /ブルー TX および RX オーディオ

61
ヒント グリーン 接続なし

71 E リード 白 /ブラウン 接続なし

81 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン 接続なし
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voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1950Hz
 auto-cut-through
 signal lmr
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain 1
 output attenuation 1
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 timing delay-voice tdm 160
 connection trunk 101
 description 1950Hz 2-Wire Tone Controlled Radio 
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 101 voip
 destination-pattern 101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.1:21000
 codec g711ulaw

単一周波数の 4 線のトーン制御設定

インターフェイスしているトーン制御パネルが 4 線動作用に設定されている場合、伝送オーディオおよ

び制御トーンはワイヤの 1 つのペアを介して伝送され、受信オーディオはワイヤの 2 番目のペアを介し

て伝送されます。設定する音声ポートで operation 4-wire コマンドを発行する必要があります。通常、

8 本の線のうち 4 本が使用されます。

（注） 1 つのポートを operation 4-wire both として設定する場合、同じカード上の両方の E&M ポートは自動

的に operation 4-wire に設定されます。

表 3-9 は 4 線トーン制御の物理的な LMR 接続を示しています。

表 3-9 4 線トーン制御の物理的な LMR 接続

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

11

1. この設定には適用されません。

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ 接続なし

21 M リード 白 /オレンジ 接続なし

3 リング 白 /グリーン RX オーディオ

4 リング 1 ブルー TX オーディオ

5 チップ 1 白 /ブルー TX オーディオ

6 ヒント グリーン RX オーディオ

71 E リード 白 /ブラウン 接続なし

81 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン 接続なし
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次に、4 線トーン制御作動シグナリング用に設定されている LMR 音声ポート用の設定例を示します。

voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
voice class tone-signal 1950Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1950 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1950Hz
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 signal lmr
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain 1
 output attenuation 1
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 timing delay-voice tdm 160
 connection trunk 101
 description 1950Hz 4-Wire Tone Controlled Radio 
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 101 voip
 destination-pattern 101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.1:21000
 codec g711ulaw

2 線のトーン制御設定（2 ～ 10 周波数）

シナリオによっては、トーン制御を使用してチャネルを変更しなければならない場合があります。「単

一周波数の 2 線トーン制御設定」（P.3-41）で説明したとおり、Cisco IOS では 1 つの音声ポートに 1 つ
の tone コマンドしか挿入できません。ただし、DS0 ペアをブリッジとして使用して、複数の周波数を

制御するために新しい tone コマンドを挿入できます。一般に、マルチキャスト アドレスはトーン シー

ケンスごとに割り当てられ、Cisco IPICS では、トーン シーケンスが割り当てられたマルチキャスト 
アドレスごとにチャネルが割り当てられます。このようにして、IDC ユーザや Cisco Unified IP Phone 
ユーザを、使用するチャネルに割り当てることができます。

（注） RMS DS0 ペアを使用して複数の周波数を制御する場合は、リモート IDC および Cisco Unified IP 
Phone はこれらの周波数の変化を検知できないことに注意してください。つまり、リモート IDC また

は Cisco Unified IP Phone ユーザがこの実装を使用して別のチャネルを選択すると、これらのエンドポ

イントは、現在選択されているチャネルを正しく反映できないことがあり、意図しない周波数で伝送が

行われる可能性があります。この予想できない動作のため、シスコでは、IDC クライアントに対して

は Cisco IPICS トーン制御機能を使用すること、および RMS DS0 の実装をネイティブな Cisco IPICS 
トーン制御機能と混在させないようにすることを推奨しています。
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たとえば無線ベース ステーションで F1 リピータ周波数に 1,950 Hz、F2 トーク アラウンドに 1,850 Hz 
が使用されている場合、チャネル 1 をマルチキャスト アドレス 239.193.2.1:21000 で 1,950 Hz のトー

ンを生成するように設定し、チャネル 2 をマルチキャスト アドレス 239.193.2.2:21000 で 1,850 Hz の
トーンを生成するように設定できます。通常、8 本の線のうち 2 本が使用されます。

（注） • 複数のトーン シーケンスを使用して無線を制御する場合は、慎重に検討する必要があります。上

記で説明したように、あるユーザが DS0 トーン制御を介して別のチャネルを選択しても、他の

ユーザにはこの変更が示されません。非リモート IDC ユーザが Cisco IPICS トーン制御機能を使

用してチャネルの変更を行うと、他の非リモート IDC クライアントは変更を反映するように更新

され、トーン制御に対するネイティブ ソリューションをより信頼できるようにします。関連情報

については、『Cisco IPICS Administration Guide』の「Managing Radios and Radio Descriptors」
の章を参照してください。

• このソリューションでは、物理無線に送信されるトーン シーケンスごとに 1 つの LMR ライセンス

が使用されます。ソリューションを配置できるだけの、十分な数の LMR ライセンスがあることを

確認してください。

表 3-10 は、2 ～ 10 の周波数で作動する無線の 2 線トーン制御とインターフェイスする場合に使用され

る配線接続を示しています。

使用するトーンの音声クラス トーン信号グループを設定します。次の例では、使用可能な 10 個のトー

ンをすべて使用しています。実際には、必要なトーンだけ使用してください。また、トーン パネル用

に音声ポートを設定します。この設定は、音声ポートで voice-class tone-signal コマンドを実行しない

点を除き、「単一周波数の 2 線トーン制御設定」（P.3-41）で説明した設定と同じです。このコマンド

は、次の項で、同じ音声ポートから複数のトーン シーケンスを生成するために使用します。次の例で

は、トーン パネルの接続に音声ポート 0/2/0 を使用しています。

ip multicast-routing
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711ulaw
!
voice class permanent 1

表 3-10 2 線トーン制御の LMR 物理接続（2 ～ 10 周波数）

ルータの RJ-45 
No.1 のピン番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード 無線接続

11

1. この設定では使用されません。

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ 接続なし

21 M リード 白 /オレンジ 接続なし

31
リング 白 /グリーン 接続なし

4 リング 1 ブルー TX および RX オーディオ

5 チップ 1 白 /ブルー TX および RX オーディオ

61
ヒント グリーン 接続なし

71 E リード 白 /ブラウン 接続なし

81 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン 接続なし
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 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
voice class tone-signal 1950Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1950 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1850Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1850 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20
!
voice class tone-signal 1750Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1750 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1650Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1650 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1550Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1550 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1450Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1450 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1350Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1350 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1250Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1250 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20
!
voice class tone-signal 1150Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1150 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
voice class tone-signal 1050Hz
 digital-filter 2175hz
 inject tone 1 2175 3 120
 inject tone 2 1050 -5 40
 inject guard-tone 2175 -20 
!
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interface Loopback0
 ip address 192.168.4.6 255.255.255.255
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface Vif1
 ip address 192.168.3.5 255.255.255.252
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface FastEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$
 ip address 192.168.0.6 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
 duplex auto
 speed auto
!
voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 signal lmr
 lmr duplex half
 lmr led-on
 input gain 1
 output attenuation 1
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 timing delay-voice tdm 160
 connection trunk 101
 description  2-Wire Tone Controlled Radio 
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 101 voip
 destination-pattern 101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.1:21000
 codec g711ulaw

RMS ルータに手動ループバックを設定することで、音声ポートで複数のトーン シーケンスを生成でき

るようにします。このアプローチでは、この項の前半で説明したように、入力したトーン シーケンス

ごとの DS0 手動ループバック ペアが必要です。4 つの voice-port tone-signal コマンドを使用した場合

には、4 つの DS0 ブリッジが必要です。同様に、10 個の voice-port tone-signal コマンドを使用した場

合には 10 個のブリッジが必要です。音声ポートとダイヤル ピアを手動で定義することにより、ブリッ

ジを作成できます。通常、RMS の T1 ループバックの 1 つに含まれる音声ポート ペアを使用します。

T1 ループバック ペアを Reserved 状態にして、RMS で無効なリソースにします（RMS を Reserved 状
態にする方法については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2.)』の「Performing 
Cisco IPICS System Administrator Tasks」の章を参照してください）。

チャネルが決定したら、次のサンプル設定を使用して、T1 音声ポートを必要に応じて置き換えること

ができます。この例では、1/0/0:1<->1/0/1:1 ～ 1/0/0:10<->1/0/1:10 の 10 個のループバック ペアが 
Cisco IPICS で予約済みとしてマークされており、必要なトーン シーケンスを生成するために手動ブ

リッジとして使用されます。

それぞれの T1 ループバック ペアの片側は、voice-port tone-signal コマンドを使用して（たとえば 
1/0/0:1 は voice-port tone-signal 1,950 Hz）、マルチキャスト アドレス 239.193.2.1:21000 が設定されま

す。ブリッジのこの側でコマンドを実行すると、E&M ポートに接続されたトーン パネルでトーン 
シーケンスを受信しますが、IDC と Cisco Unified IP Phone のオーディオはフィルタリングされるた
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め、これらのデバイスはトーンを受信しません。また、各 DS0 に専用のマルチキャスト アドレスを持

つ個々のダイヤル ピアもあります。これらのアドレスは Cisco IPICS チャネルとして使用されます。

必要に応じて、追加の T1 Loopback Left Side Half 設定を継続して使用します。

次の例は、T1 ループバックの片側のトーン制御を示しています。

voice-port 1/0/0:1
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1950Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1950101
 description Tone Control 1950 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:2
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1850Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1850101
 description Tone Control 1850 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:3
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1750Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1750101
 description Tone Control 1750 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:4
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1650Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1650101
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 description Tone Control 1650 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:5
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1550Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1550101
 description Tone Control 1550 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:6
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1450Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1450101
 description Tone Control 1450 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:7
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1350Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1350101
 description Tone Control 1350 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:8
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1250Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1250101
 description Tone Control 1250 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:9
 voice-class permanent 1
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 voice-class tone-signal 1150Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1150101
 description Tone Control 1150 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/0:10
 voice-class permanent 1
 voice-class tone-signal 1050Hz
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 180
 timing delay-voice tdm 180
 connection trunk 1050101
 description Tone Control 1050 IDC Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
dial-peer voice 1950101 voip
 description Tone Control 1950 IDC Bridge
 destination-pattern 1950101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.1:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1850101 voip
 description Tone Control 1850 IDC Bridge
 destination-pattern 1850101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.2:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1750101 voip
 description Tone Control 1750 IDC Bridge
 destination-pattern 1750101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.3:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1650101 voip
 description Tone Control 1650 IDC Bridge
 destination-pattern 1650101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.4:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1550101 voip 
 description Tone Control 1550 IDC Bridge
 destination-pattern 1550101
 session protocol multicast
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 session target ipv4:239.193.2.5:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1450101 voip 
 description Tone Control 1450 IDC Bridge
 destination-pattern 1450101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.6:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1350101 voip
 description Tone Control 1350 IDC Bridge
 destination-pattern 1350101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.7:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1250101 voip
 description Tone Control 1250 IDC Bridge
 destination-pattern 1250101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.8:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1150101 voip
 description Tone Control 1150 IDC Bridge
 destination-pattern 1150101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.9:21000
 codec g711ulaw
 no vad
!
dial-peer voice 1050101 voip
 description Tone Control 1050 IDC Bridge
 destination-pattern 1050101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.2.10:21000
 codec g711ulaw
 no vad

2 つの T1 インターフェイス ポートを結合するという T1 ループバックの概念を簡単に示すために、2 
つの側を右側および左側と呼ぶことにします。次の例では、設定済みの T1 ループバック ペアの右側

（たとえば 1/0/1:1 ～ 1/0/1:10）はすべて、音声ポート 0/2/0 に割り当てられたダイヤル ピアと同じマル

チキャスト アドレスが設定されています。この例では、アドレスは 239.193.1.1:21000 です。

voice-port 1/0/1:1
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1950 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:2
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 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1850 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:3
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1750 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:4
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1650 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:5
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1550 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:6
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1450 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
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voice-port 1/0/1:7
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1350 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:8
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1250 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:9
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1150 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
voice-port 1/0/1:10
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 2101
 description Tone Control 1050 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
dial-peer voice 2101 voip
 description Tone Control Bridge
 destination-pattern 2101
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.193.1.1:21000
 codec g711ulaw
 no vad

設定を完了するために、Cisco IPICS で、表 3-11 に示す各ダイヤル ピアに関連付けられているチャネ

ルを設定します。
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プールされた無線
Cisco IPICS で作成される無線は、トーン制御またはシリアル制御されており、LMR ゲートウェイと

して機能するルータを介しています。シリアル制御された無線は、Cisco IPICS ユーザが、無線をユー

ザに直接割り当てることによって手動で設定できます。また、シリアル制御された無線は、Cisco 
IPICS 管理コンソールの [Radio Details] ページでプールされたリソースとして設定することができま

す。

シリアル制御された無線が「プールされたリソース」としてマークされている場合、その無線は Cisco 
IPICS ユーザにメディア リソースとして直接割り当てられることはないため、手動で制御できません。

代わりに、これらの無線は要求に応じてチャネル上に割り当てることが可能です。チャネルがアクティ

ブ化されると、Cisco IPICS はプールされた無線を自動的に選択し、対象のチャネル セレクタへ切り替

えて、メディア リソースとして使用できるようにします。

図 3-26 はプールされた無線と無線の関係を示しています。

表 3-11 Cisco IPICS のトーン制御チャネルの設定

チャネル ラベル マルチキャスト アドレス

Channel 1 1950 Hz 239.193.2.1:21000

Channel 2 1850 Hz 239.193.2.2:21000

Channel 7 1750 Hz 239.193.2.3:21000

Channel 8 1650 Hz 239.193.2.4:21000

Channel * 1550 Hz 239.193.2.5:21000

Channel * 1450 Hz 239.193.2.6:21000

Channel 3 1350 Hz 239.193.2.7:21000

Channel 4 1250 Hz 239.193.2.8:21000

Channel 5 1150 Hz 239.193.2.9:21000

Channel 6 1050 Hz 239.193.2.10:21000
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図 3-26 プールされた無線と無線の関係

プールされたリソースを使用すると、システム、および使用するための必要なトレーニングの複雑さが

軽減し、効率が改善されます。またエージェンシーやディスパッチャ間でリソースを共有する場合に競

合が減少します。プールされたリソースを使用すると、システムの信頼性も向上します。プール内の無

線で障害が発生しても、他の無線を使用して対象のリソースへ継続してアクセスすることが可能で、シ

ステムはこれらのリソースを自動的に割り当てます。

プールされた無線には、手動で制御された共有無線の他にも、リソースに対処する方法があります。共

有無線では、 初に共有無線を選択し、次に、無線チャネル セレクタを対象のトーク グループに変更

する必要があります。プールされた無線では、対象のトーク グループを選択します。このトーク グ
ループは、複数のチャネルおよびトーク グループが関連付けられている無線のプールから提供されま

す。Cisco IPICS サーバは、ビジー状態ではない無線はどれか、使用できるリソースがある無線はどれ

か、使用の優先順が も高いものはどれか、を自動的に判断します。プールされた無線では、タワーの

場所、有効な帯域幅、およびその他の基準に基づいて無線が自動的に選択されるようシステムを設定お

よびチューニングできます。

プールされたリソースの設定と割り当て

プールされた複数の無線からチャネルを使用するには、各無線を同じ XML ディスクリプタで定義する

必要があります。XML ディスクリプタは、チャネルの名前、および無線にプログラムされているチャ

ネルに対してどの「Zone」と「Selector」が関連付けられているかを定義します。チャネルは、code 
plug という名前のコンフィギュレーション ファイルにプログラムされ、これが無線にアップロードさ

れます。

無線のプールは Cisco IPICS には明示的に保持されません。特定の無線ディスクリプタに関連付けられ

ている、プールされた無線はすべて、そのプールに暗黙的に属していると見なされます。このアプロー

チにより、無線のプールを管理する必要がなくなります。無線ディスクリプタで定義されている類似の

チャネル セレクタのセットを備えている無線は、類似の特性を持っているため、同じプールに属して

います。プール間で無線の区切りを確実にする必要がある場合は、各プールに対して個別の無線ディス

クリプタを使用します。
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Cisco IPICS 管理コンソールでチャネルを作成する場合には、Pooled Radio メディア タイプが有効にな

ります。プールされた無線のメディア接続を追加する場合は、無線ディスクリプタおよびチャネル セ
レクタを選択する必要があります。無線ディスクリプタは無線のプールを定義し、チャネル セレクタ

は、チャネルが使用できるようになったときに、割り当てられているプールされた無線をこのチャネル

に設定するよう Cisco IPICS に指示します。

プールされた無線は、チャネルが使用できるようになったときに、そのチャネルに割り当てられます。

プールされた無線が含まれているチャネルが VTG のメンバであり、その VTG がアクティブ化されて

いる場合、またはプールされた無線が含まれているチャネルが IDC ユーザによってアクティブ化され

た場合に、チャネルのアクティブ化が発生することがあります。

プールされたリソースの割り当て

あるチャネルがアクティブ化されており、そのチャネルに対してプールされた無線が割り当てられてい

る場合、Cisco IPICS は、対象のチャネルに割り当てられているメディア接続内の無線ディスクリプタ 
ファイルに関連付けられている無線を検索します。Cisco IPICS は、このような条件を満たした使用可

能な無線を検出すると、Cisco IPICS は、チャネル セレクタに記載されている適切なチャネル、グルー

プ、またはプライベート コールに切り替えるよう無線を設定します。このプロセスが完了すると、無

線は、チャネルに割り当て済みとしてマークされます。

IPICS は、プールされた無線のチャネルに対する割り当てを、VTG または IDC ユーザを介して行われ

たすべてのチャネルのアクティブ化も含めて保持しています。 後の VTG または IDC がチャネルを非

アクティブにすると、IPICS はプールされた無線を自動的に割り当て解除し、その無線は、以降の割り

当てで使用できるようになります。このような割り当て解除が行われるまで、同じチャネルを他でアク

ティブ化すると、プール化された同じ無線が使用されます。

（注） プール化された無線の接続およびマルチキャスト接続でチャネルを作成する場合、Cisco IPICS は常に

より安価なメディア タイプを使用します。この場合は、マルチキャスト メディア接続の方が安価なた

め、プールされた無線はこのチャネルに割り当てられることはありません。

IP Phone およびダイヤルイン ユーザは、Cisco IPICS 内のプールされたリソースをアクティブ化するこ

とはできません。したがって、チャネルがすでにアクティブになっていない場合、IP Phone またはダ

イヤルインは、プールされた無線チャネルを結合することはできません。

プールされた無線を設定する数の決定

特定の無線ディスクリプタに対して、プールされた無線リソースを配置する数を決定する場合には、同

時にアクティブになると予想されるチャネルの数が主な基準になります。エンド ユーザが、ある無線

ディスクリプタ内で使用できるチャネル セレクタを 100 個持っているが、同時に 10 個を超えるチャネ

ルを使用しないと予想される場合は、その無線ディスクリプタに対してプールされた無線を 低 10 個
配置する必要があります。

チャネル アクティブ化失敗のトラブルシューティング

プールされた無線のメディア接続が含まれているチャネルがアクティブ化できない場合は、次のことが

理由であると考えられます。

• 選択されている無線ディスクリプタに、プールされた無線が含まれていない。

• 選択されている無線ディスクリプタに属している、残りのすべてのプールされた無線に対して、対

象のチャネル セレクタが有効になっていない。

• 選択されている無線ディスクリプタに属している、残りのすべてのプールされた無線が無効になっ

ているか、または CONNECTED_ONLINE になっていない。
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• プールされたすべての無線が、すでに他のチャネルに割り当てられている。

トランク ネットワークおよびワイド エリア システムに対する優先順の 適
化

トランク システムのマルチサイト配置では、使用できるベアラ チャネルよりも多くのトーク グループ

が常に定義されています。多数のコリジョンおよびビジー状態を回避するために、システム設計は、地

理的に関係しているトーク グループを割り当てることによって、トランク システムの使用率の 適化

を試行しなければなりません。

次の一般的な手順を実行し、Cisco IPICS 管理コンソールで優先順序付けの設定プロセスを実行しま

す。関連情報については、『Cisco IPICS Server Administration Guide』の「Managing Radios and 
Radio Descriptors」の章を参照してください。

1. プールされたリソースとして無線を指定するには、[Server] トレイを選択し、[Configuration] > 
[Radios] > [radio_name] を選択して、[General] タブの [Pooled Resource] チェックボックスをオン

にします。

2. 無線内の各チャネルに対して優先順を設定するには、その無線の [Selectors] タブを選択します。

このタブには、無線のディスクリプタ ファイルに定義されている各チャネルが表示されます。

[Enabled] チェックボックスをオンにして、システム設計、およびネットワーク内のドナー無線配

置に基づいて、無線内の各チャネルの優先順を設定します。

この設定が完了すると、プールされたリソースは VTG 内で使用できるようになります。

シリアル無線制御
Cisco IPICS には、シリアル無線制御機能が用意されています。これはシリアルに制御された次の無線

をサポートします。

• EF Johnson 5300 および 5300ES 移動無線

• Sprint Nextel（iDEN）i355 ハンドセット

シリアル無線制御機能を使用すると、Cisco IPICS 管理コンソール、または Cisco IPICS IDC からド

ナーのシリアル無線内の機能をリモートで制御できます。ドナー無線では、Cisco IPICS と無線システ

ム間でオーディオの送信および受信が可能になります。制御が可能な機能には、ドナー無線の機能に

よって、セキュア送信モード、スキャン、モニタ、チャネル /トークグループの変更、および個別の

（装置間の）コール、およびダイナミック グループ コールが含まれます。Cisco IPICS は、送話者 ID 
や Man Down（マンダウン）アラームなどの無線状態の変更を検出することもできます。この機能は、

Motorola SmartNet/SmartZone、P25、および Sprint Nextel（iDEN）の間で無線ネットワークの相互

運用性を高めます。

ある無線についてシリアル制御をセットアップする場合は、音声の相互運用性を設定します。これによ

り、LMR ゲートウェイ上の E&M ポートを介して Cisco IPICS と無線ネットワーク間でオーディオを

送受信できます。また、次のいずれかのメソッドについて、シリアル無線制御を設定します。

• 補助ポート制御：LMR ゲートウェイに割り当てられている 1 つの無線を制御します。

• 8 ポート WAN インターフェイス カード制御：LMR ゲートウェイに割り当てられている 大 8 個
の無線を制御します。

• 16 ポート WAN インターフェイス カード制御：LMR ゲートウェイに割り当てられている 大 16 
個の無線を制御します。

この章は、次の項で構成されています。
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• 「EF Johnson 無線に対するシリアル制御の設定と構成」（P.3-57）

• 「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットに対するシリアル制御の設定と構成」（P.3-61）

EF Johnson 無線に対するシリアル制御の設定と構成

ここでは、EF Johnson 5300 または 5300ES 移動無線をドナー無線として接続および設定する方法につ

いて説明します。このプロセスには、次の手順が含まれています。

1. ドナー無線を接続します。詳細については、「LMR ゲートウェイに対する EF Johnson ドナー無線

の接続」（P.3-58）の手順を参照してください。

2. LMR ゲートウェイを設定します。詳細については、「EF Johnson の無線を使用した E&M 通信用

の LMR ゲートウェイの設定」（P.3-58）および 「シリアル無線制御用の LMR ゲートウェイの設

定」（P.3-60）を参照してください。

また、Cisco IPICS による無線のシリアル制御を可能にするには、Cisco IPICS へ無線を追加し、他の

タスクを実行する必要があります。詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, 
Release 2.2』を参照してください。

必要なコンポーネント

EF Johnson 無線のシリアル制御を設定および構成するには、次のコンポーネントが必要です。

• ドナー無線：EF Johnson モデル 5300 の移動無線でファームウェアのバージョン 04.14.03 以降を

実行しているもの、またはモデル 5300ES でファームウェアのバージョン 06.08.08 以降を実行し

ているもの

• LMR ゲートウェイ：Cisco 2811 または 3845（E&M ポートを備えているもの）

音声の相互運用性用：

• リモート制御ヘッドまたは固定制御ステーション アプリケーションのケーブル（EF Johnson 部品

番号 597-2002-249）。接続する無線ごとに 1 本のケーブルが必要です。

• 制御ヘッド ケーブルを LMR ゲートウェイ E&M ポートへ接続するための DB15（オス）-RJ-45
（メス）アダプタ（networked radio.com で入手可能、部品番号 REM-4496）。接続する無線ごとに 
1 個のアダプタが必要です。

• E&M ケーブル：カテゴリ 5 ストレート イーサネット ケーブル。

シリアル無線制御用：

• 5300 シリーズ Remote Programming Interface（RPI; リモート プログラミング インターフェイ

ス）：リボン ケーブル コネクタ（HIROSE）、DB9 RS-232 コネクタ（EF Johnson 部品番号 
023-5300-001）。接続する無線ごとに 1 つの RPI が必要です。

• DB9（オス）-RJ-45 ケーブル アダプタ（さまざまなサードパーティ ベンダーから入手可能）。接

続する無線ごとに 1 個のアダプタが必要です。

• カテゴリ 5 ストレート イーサネット ケーブル：補助ポート制御に対してのみ必要。

• Cisco「オクトパス」ケーブル（Cisco 部品番号 72-4023-01 または CAB-HD8-ASYNC）：8 ポート 
WAN インターフェイス カード制御に対して 1 本のケーブ、16 ポート WAN インターフェイス 
カード制御に対して 2 本のケーブルが必要。

• Cisco 1800/2800/3800 シリーズ 8 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード モデル 
HWIC-8A：8 ポート WAN インターフェイス カード制御に対してのみ必要。
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• Cisco 1800/2800/3800 シリーズ 16 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード モデル 
HWIC-16A：16 ポート WAN インターフェイス カード制御に対してのみ必要。

LMR ゲートウェイに対する EF Johnson ドナー無線の接続

EF Johnson 5300 または 5300ES 移動無線を LMR ゲートウェイに接続するには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 次のようにして音声相互接続用の接続を行います。

a. LMR ゲートウェイ上の有効なポートから E&M ケーブルを DB15（オス）/RJ-45 ケーブル アダプ

タへ接続します。

b. 無線に取り付けられている無線制御ヘッド ケーブルを、このアダプタに接続します。

ステップ 2 次のようにして、シリアル無線制御に対して適切な接続を行います。

• 補助ポート制御を設定している場合は、LMR ゲートウェイ上の補助ポートから、カテゴリ 5 スト

レート イーサネット ケーブルを RPI 上の RJ-45 ポートに接続します。これは DB9（オス）-RJ-45 
データ ケーブル アダプタを使用して行います。

• 8 ポート WAN インターフェイス カード制御を設定している場合は、次のようにします。

a. オクトパス ケーブルを WAN インターフェイス カードに接続します。

b. オクトパス ケーブル上の 1 本のラインを、DB9-RJ45 ケーブル アダプタに接続します。

• 16 ポート WAN インターフェイス カード制御を設定している場合は、次のようにします。

a. 2 本のオクトパス ケーブルを、WAN インターフェイス カード上の 2 つのポートに接続しま

す。

b. オクトパス ケーブル上の 1 本のラインを、DB9-RJ45 ケーブル アダプタに接続します。

ステップ 3 DB9-RJ45 ケーブル アダプタを、RPI 上の DB9 ポートに接続します。

ステップ 4 RPI のリボン ケーブルを、無線のマイク ポートに接続します。

EF Johnson の無線を使用した E&M 通信用の LMR ゲートウェイの設定

「LMR ゲートウェイに対する EF Johnson ドナー無線の接続」（P.3-58）で説明したように、ER 
Johnson 無線を LMR ゲートウェイに接続した後、E&M 通信用に LMR ゲートウェイを設定します。

このプロセスには、音声ポートの設定および関連するダイヤル ピアの作成が含まれます。

LMR ゲートウェイを設定するには、シリアル制御される各無線に対して次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 LMR ゲートウェイにログインし、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。

router-2811# configure terminal

ステップ 2 次のコマンドを入力して、無線が接続される LMR ゲートウェイ音声ポートを設定します。各パラメー

タの意味は次のとおりです。

• <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール
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• <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

• <z> は、接続する音声カード上で使用している音声カードのポート

• <connection trunk number> は、接続トランクに割り当てる一意の番号

router-2811(config)# voice-port <x>/<y>/<z>

router-2811(config-voiceport)# voice-class permanent 1

router-2811(config-voiceport)# auto-cut-through

router-2811(config-voiceport)# operation 4-wire

router-2811(config-voiceport)# type 3

router-2811(config-voiceport)# signal lmr

router-2811(config-voiceport)# lmr e-lead voice

router-2811(config-voiceport)# lmr led-on

router-2811(config-voiceport)# input gain -10

router-2811(config-voiceport)# output attenuation 10

router-2811(config-voiceport)# no echo-cancel enable

router-2811(config-voiceport)# no comfort-noise

router-2811(config-voiceport)# timeouts call-disconnect 3

router-2811(config-voiceport)# timing hookflash-in 0

router-2811(config-voiceport)# timing hangover 80

router-2811(config-voiceport)# bootup e-lead off

router-2811(config-voiceport)# connection trunk <connection trunk number>

router-2811(config-voiceport)# description EFJ 5300

ステップ 3 次のコマンドを入力して、音声ポート コンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-voiceport)# exit

ステップ 4 次のコマンドを入力して、ステップ 2 で設定した接続トランク番号に対してダイヤル ピアを作成しま

す。各パラメータの意味は次のとおりです。

• <connection trunk number> は接続トランクの番号です。

• <multicast> はマルチキャスト IP アドレスおよび音声トラフィック用のポート番号で、

a.c.b.d:port の形式で表します。

このマルチキャスト アドレスを記録しておいてください。これは、Cisco IPICS 管理コンソールで

無線を追加する場合に使用します。

• <description> は、音声ポートおよびダイヤル ピアについてユーザが入力する説明です。

router-2811(config)# dial-peer voice <connection trunk number> voip

router-2811(config)# description <description> 

router-2811(config)# destination-pattern <connection trunk number>

router-2811(config)# session protocol multicast

router-2811(config)# session target ipv4:<multicast> 

router-2811(config)# codec g711ulaw

router-2811(config)# ip qos dscp cs5 media
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router-2811(config)# no vad

ステップ 5 次のコマンドを入力してコンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-voiceport)# end

シリアル無線制御用の LMR ゲートウェイの設定

「EF Johnson の無線を使用した E&M 通信用の LMR ゲートウェイの設定」（P.3-58）で説明したように 
LMR ゲートウェイを設定すると、シリアル制御に対して LMR ゲートウェイを設定できるようになり

ます。このプロセスには、使用するシリアル無線制御の方法によって、非同期高速 WAN インターフェ

イス カードまたは補助ポートのいずれかの設定が含まれます。

シリアル無線制御用に LMR ゲートウェイを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 LMR ゲートウェイにログインし、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。

router-2811# configure terminal

ステップ 2 次のコマンドを入力し、認証を必要としない AAA ポリシーを作成します。

router-2811(config)# aaa authentication login NO-AUTHEN none

ステップ 3 次のいずれかの操作を行います。

• 補助ポート制御に対して設定を行う場合は、次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line aux 0

• 8 ポートまたは 16 ポートの WAN インターフェイス カード制御に対して設定を行い、一度に 1 つ
のラインを設定するには、設定する回線ごとに次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line <x>/<y>/<z>

– <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール

– <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

– <z> は、接続する音声カード上で使用している音声カードのポート

• 8 ポートまたは 16 ポートの WAN インターフェイス カード制御に対して設定を行い、WAN カード

上の連続した回線範囲を設定する場合は、次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line <x>/<y>/<a> <x>/<y>/<b>

– <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール

– <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

– <a> は、接続する音声カード上で使用している、音声カードのポート範囲の開始ポート

– <b> は、接続する音声カード上で使用している、音声カードのポート範囲の終了ポート

ステップ 4 次のコマンドを入力して、トランスポート パラメータを設定します。

router-2811(config-line)# transport preferred none 

router-2811(config-line)# transport input all 

router-2811(config-line)# speed 19200 

router-2811(config-line)# no exec-banner
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router-2811(config-line)# exec-timeout 0 0

router-2811(config-line)# privilege level 0

router-2811(config-line)# login authentication NO-AUTHEN

router-2811(config-line)# no activation-character

router-2811(config-line)# no exec

router-2811(config-line)# transport output none

router-2811(config-line)# escape-character NONE

ステップ 5 次のコマンドを入力してコンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-line)# end

Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットに対するシリアル制御の設定と構成

この項では、Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットをドナー無線として接続および設定する方法につい

て説明します。このプロセスには、次の手順が含まれています。

1. ドナー無線を接続します。詳細については、「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットの LMR ゲート

ウェイへの接続」（P.3-62）を参照してください。

2. Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットを設定します。詳細については、「Sprint Nextel（iDEN）ハ

ンドセットの設定」（P.3-62）を参照してください。

3. LMR ゲートウェイを設定します。詳細については、「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットを使用

した E&M 通信用の LMR ゲートウェイの設定」（P.3-63） および 「シリアル無線制御用の LMR 
ゲートウェイの設定」（P.3-65）を参照してください。

また、Cisco IPICS による無線のシリアル制御を可能にするには、Cisco IPICS へ無線を追加し、他の

タスクを実行する必要があります。詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, 
Release 2.2』を参照してください。

必要なコンポーネント

Sprint Nextel（iDEN）i355 ハンドセットのシリアル制御を設定および構成するには、次のコンポーネ

ントが必要です。

• ドナー無線：Sprint Nextel（iDEN）i355 ハンドセット

• LMR ゲートウェイ：Cisco 2811 または 3845（E&M ポートを備えているもの）

音声の相互運用性用：

• E&M ケーブル：Nextel Falcon シリーズ E&M インターフェイス ケーブル（networkedradio.com 
で入手可能、部品番号 REM-4327）

• E&M ケーブル用の減衰器（networkedradio.com で入手可能、部品番号 REM-621）

シリアル無線制御用：

• Motorola iDen データ ケーブル（networkedradio.com で入手可能、部品番号 REM-4527）

• カテゴリ 5 ストレート イーサネット ケーブル：補助ポート制御に対してのみ必要
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• Cisco「オクトパス」ケーブル（Cisco 部品番号 72-4023-01 または CAB-HD8-ASYNC）：8 ポート 
WAN インターフェイス カード制御に対して 1 本のケーブ、16 ポート WAN インターフェイス 
カード制御に対して 2 本のケーブルが必要

• Cisco 1800/2800/3800 シリーズ 8 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード モデル 
HWIC-8A：8 ポート WAN インターフェイス カード制御に対してのみ必要

• Cisco 1800/2800/3800 シリーズ 16 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード モデル 
HWIC-16A：16 ポート WAN インターフェイス カード制御に対してのみ必要

Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットの LMR ゲートウェイへの接続

Sprint Nextel（iDEN）i355 ハンドセットを LMR ゲートウェイへ接続するには、次の手順を実行しま

す。

手順

ステップ 1 次のようにして音声相互接続用の接続を行います。

a. E&M ケーブルを減衰器に接続します。

b. E&M ケーブルをハンドセット上のスピーカー /マイク ポートに接続します。

c. 減衰器を、LMR ゲートウェイ上の 1 つの E&M ポートに接続します。

ステップ 2 次のようにして、シリアル無線制御に対して適切な接続を行います。

• 補助ポート制御を設定している場合は、LMR ゲートウェイの補助ポートから、カテゴリ 5 スト

レート イーサネット ケーブルを Motorola iDen データ ケーブル上の RJ-45 ジャックに接続します。

また、Motorola iDen データ ケーブルをハンドセットの下部のデータ ポートに接続します。

• 8 ポート WAN インターフェイス カード制御を設定している場合は、次のようにします。

a. オクトパス ケーブルを WAN インターフェイス カードに接続します。

b. オクトパス ケーブル上の 1 本のラインを、Motorola iDen データ ケーブルの RJ45 ジャックに

接続します。

c. Motorola iDen データ ケーブルを、ハンドセットの下部のデータ ポートに接続します。

• 16 ポート WAN インターフェイス カード制御を設定している場合は、次のようにします。

a. 2 本のオクトパス ケーブルを、WAN インターフェイス カード上の 2 つのポートに接続しま

す。

b. オクトパス ケーブル上の 1 本のラインを、Motorola iDen データ ケーブルの RJ45 ジャックに

接続します。

c. Motorola iDen データ ケーブルを、ハンドセットの下部のデータ ポートに接続します。

Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットの設定

「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットの LMR ゲートウェイへの接続」（P.3-62）に説明があるとおり、

ハンドセットを LMR ゲートウェイに接続したら、次の手順を実行してハンドセットを設定します。
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手順

ステップ 1 後のコール タイプで常に応答するようハンドセットを設定するには、次の手順に従います。

a. ハンドセットで [Menu] ボタンを押します。

[Menu] ボタンにはページのアイコンがあります。

b. 右矢印ボタンを使用して [Settings] オプションに移動し、[OK] をクリックします。

c. 下矢印ボタンを使用して [DC/GC] オプションに移動し、[OK] をクリックします。

d. 下矢印ボタンを使用して [One Touch DC] に移動し、[OK] をクリックします。

e. [Last Call] が選択されていることを確認します。

選択されていない場合は、矢印ボタンを使用して [Last Call] を選択し、[OK] をクリックします。

f. [Back] ボタンを押して NEXTEL のメイン ページに戻ります。

ステップ 2 ハンドセット データのボーレートを 19200 に設定するには、次の手順に従います。

a. ハンドセットで [Menu] ボタンを押します。

b. 右矢印ボタンを使用して [Settings] オプションに移動し、[OK] をクリックします。

c. 下矢印ボタンを使用して [Advanced] に移動し、[OK] をクリックします。

d. 下矢印ボタンを使用して [Baud Rate] に移動し、[OK] をクリックします。

e. [19200] が選択されていることを確認します。

選択されていない場合は、矢印ボタンを使用して [19200] を選択し、[OK] をクリックします。

Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットを使用した E&M 通信用の LMR ゲートウェイの設定

「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットの設定」（P.3-62）で説明したようにハンドセットを設定した後、

E&M 通信用に LMR ゲートウェイを設定します。このプロセスには、音声ポートの設定および関連す

るダイヤル ピアの作成が含まれます。

LMR ゲートウェイを設定するには、シリアル制御される各無線に対して次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 LMR ゲートウェイにログインし、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。

router-2811# configure terminal

ステップ 2 次のコマンドを入力して、無線が接続される LMR ゲートウェイ音声ポートを設定します。各パラメー

タの意味は次のとおりです。

• <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール

• <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

• <z> は、接続する音声カード上で使用している音声カードのポート

• <connection trunk number> は、接続トランクに割り当てる一意の番号

router-2811(config)# voice-port <x>/<y>/<z>

router-2811(config-voiceport)# voice-class permanent 1

router-2811(config-voiceport)# auto-cut-through
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router-2811(config-voiceport)# operation 4-wire

router-2811(config-voiceport)# type 5

router-2811(config-voiceport)# signal lmr

router-2811(config-voiceport)# lmr e-lead voice

router-2811(config-voiceport)# lmr duplex half

router-2811(config-voiceport)# lmr led-on

router-2811(config-voiceport)# input gain -10

router-2811(config-voiceport)# output attenuation 17

router-2811(config-voiceport)# no echo-cancel enable

router-2811(config-voiceport)# no comfort-noise

router-2811(config-voiceport)# timeouts call-disconnect 3

router-2811(config-voiceport)# timing hookflash-in 0

router-2811(config-voiceport)# timing hangover 530

router-2811(config-voiceport)# timing delay-voice tdm 250

router-2811(config-voiceport)# timing ignore m-lead 300

router-2811(config-voiceport)# connection trunk <connection trunk number>

router-2811(config-voiceport)# description Nextel

ステップ 3 次のコマンドを入力して、音声ポート コンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-voiceport)# exit

ステップ 4 次のコマンドを入力して、ステップ 2 で設定した接続トランク番号に対してダイヤル ピアを作成しま

す。各パラメータの意味は次のとおりです。

• <connection trunk number> は接続トランクの番号です。

• <multicast> はマルチキャスト IP アドレスおよび音声トラフィック用のポート番号で、

a.c.b.d:port の形式で表します。

このマルチキャスト アドレスを記録しておいてください。これは、Cisco IPICS 管理コンソールで

無線を追加する場合に使用します。

• <description> は、音声ポートおよびダイヤル ピアについてユーザが入力する説明

router-2811(config)# dial-peer voice <connection trunk number> voip

router-2811(config)# description <description>

router-2811(config)# destination-pattern <connection trunk number>

router-2811(config)# session protocol multicast

router-2811(config)# session target ipv4:<multicast port number> 

router-2811(config)# codec g711ulaw

router-2811(config)# ip qos dscp cs5 media

router-2811(config)# vad aggressive

ステップ 5 次のコマンドを入力してコンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-voiceport)# end
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シリアル無線制御用の LMR ゲートウェイの設定

「Sprint Nextel（iDEN）ハンドセットを使用した E&M 通信用の LMR ゲートウェイの設定」（P.3-63）
で説明したように E&M 通信用に LMR ゲートウェイを設定すると、シリアル無線制御に対して LMR 
ゲートウェイを設定できるようになります。このプロセスには、使用するシリアル無線制御の方法に

よって、非同期高速 WAN インターフェイス カードまたは補助ポートのいずれかの設定が含まれます。

シリアル無線制御用に LMR ゲートウェイを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 LMR ゲートウェイにログインし、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。

router-2811# configure terminal

ステップ 2 次のように入力し、認証を必要としない AAA ポリシーを作成します。

router-2811(config)# aaa authentication login NO-AUTHEN none

ステップ 3 次のいずれかの操作を行います。

• 補助ポート制御に対して設定を行う場合は、次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line aux 0

• 8 ポートまたは 16 ポートの WAN インターフェイス カード制御に対して設定を行い、一度に 1 つ
のラインを設定するには、設定する回線ごとに次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line <x>/<y>/<z>

– <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール

– <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

– <z> は、接続する音声カード上で使用している音声カードのポート

• 8 ポートまたは 16 ポートの WAN インターフェイス カード制御に対して設定を行い、WAN カード

上の複数の連続した回線範囲を設定する場合は、次のコマンドを入力します。

router-2811(config)# line <x>/<y>/<a> <x>/<y>/<b>

– <x> は、音声カードが含まれている LMR ゲートウェイ上のネットワーク モジュール

– <y> は、接続する音声カードが含まれているネットワーク モジュール上のスロット

– <a> は、接続する音声カード上で使用している、音声カードのポート範囲の開始ポート

– <b> は、接続する音声カード上で使用している、音声カードのポート範囲の終了ポート

ステップ 4 次のコマンドを入力して、トランスポート パラメータを設定します。

router-2811(config-line)# transport preferred none 

router-2811(config-line)# transport input all 

router-2811(config-line)# speed 19200 

router-2811(config-line)# no exec-banner

router-2811(config-line)# exec-timeout 0 0

router-2811(config-line)# privilege level 0

router-2811(config-line)# login authentication NO-AUTHEN

router-2811(config-line)# no activation-character

router-2811(config-line)# no exec
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router-2811(config-line)# transport output none

router-2811(config-line)# escape-character NONE

ステップ 5 次のコマンドを入力してコンフィギュレーション モードを終了します。

router-2811(config-line)# end

トランク無線の任意の回避策
ここでは、ピンポン効果と呼ばれる問題について、およびこの問題を解決するためのハイブリッドな設

定の手順について説明します。

• 「トランク無線のフィードバック トーン」（P.3-66）

• 「トランク無線のハイブリッド設定」（P.3-66）

トランク無線のフィードバック トーン

トランク無線では、送信の開始および終了時、無線ユーザにビープ音や打音が聞こえます。このような

ビープ音および打音は、チャネル、グループ、または無線へのアクセスをユーザが要求した場合の、要

求のステータスに関するフィードバックを示しています。Cisco IPICS IDC ユーザは、このオーディオ 
フィードバック情報を受信しなかった場合、ビジー状態であったり、アクセスしようとした無線が利用

できないなどの理由で、システムへのチャネル アクセスが拒否されているときに送信したと思ってし

まいます。これらのトーンを受信するには、IDC は全二重モードで動作させる必要があります。ただ

し、全二重対応のチャネルを VTG に追加した場合、PTT デバイス上で PTT キーを解放後、VTG で
オーディオの後続バーストを受信したときに、オーディオのピンポン効果が発生する危険性がありま

す。

（注） 全二重モードで動作できるのは、IDC エンドポイントだけです。Cisco Unified IP Phone の XML アプ

リケーションは半二重のままになります。

目標は、次の矛盾する要件に対処することです。

• IDC エンドポイントでビープ音や打音が聞こえるようにするには、全二重にする必要がある。

• 接続解除時にオーディオの後続バーストを発生させるトランク無線でのピンポン効果の発生を防ぐ

には、半二重にする必要がある。

• 複数のトランク無線が VTG に追加されている場合は、半二重にする必要がある。

• 複数のトランク無線が VTG に追加されている場合は、チャネル アクセス時間が原因で伝送の先頭

部分が消失してしまうのを防ぐために、タイミングを追加する必要がある。

トランク無線のハイブリッド設定

ビープ音や打音が聞こえるようにし、なおかつピンポン効果の発生を防ぐには、トランク無線ごとに次

のような 2 つの個別のチャネルを作成するハイブリッド ソリューションを導入する必要があります。

• Channel 1 IDC = 239.193.1.4。チャネル 1 に割り当てられたマルチキャスト アドレスは、無線用の

音声ポートおよびダイヤル ピアに割り当てられたアドレスと同じアドレスです。チャネル 1 は、

トランクチャネルを使用してビープ音や打音のフィードバックを聞くことを求める IDC ユーザに
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割り当て可能な全二重チャネルです。この全二重チャネルが誤って VTG に配置されないようにす

る必要があります。VTG に配置されると、激しいピンポン効果が発生します。このチャネルが 
VTG に配置されないようにするには、Cisco IPICS 管理コンソールで [Configuration] > 
[Channels] > [General] タブを選択し、[Allow Use in VTGs] チェックボックスをオフにします。

• Channel 2 VTG = 239.193.1.0。トランク無線を特定のパッチに限定して使用する場合は、この半

二重チャネルを VTG に配置できます。チャネル 2 にはマルチキャスト アドレスが割り当てられて

います。このアドレスはチャネル 1 とは異なるアドレスで、無線用の音声ポートおよびダイヤル 
ピアとは別の専用のダイヤル ピアに割り当てられます。このチャネルの目的は、ビープ音や打音

のフィードバックが VTG オーディオ パッチに入り込まないようにすることです。

おわかりのように、ここではハイブリッド ソリューションの作成に使用する予備の「ダミー」チャネ

ル（Channel 2 VTG）が存在します。

（注） このソリューションでは、物理トランクの各無線に対して 2 つの LMR ライセンスを使用します。ソ

リューションを配置できるだけの、十分な数の LMR ライセンスがあることを確認してください。

次の手順では、トランク無線用の音声ポートを設定する方法について説明します。音声ポートは、使用

する無線に合わせて設定する必要があります。設定については、「Cisco IOS LMR ゲートウェイの設

定」（P.3-7）に説明があります。通常は、COR/COS のリードが使用可能な場合でも、トランク無線に

は「VAD 作動シグナリングの設定」の例に示す設定を使用します。このように、Cisco IPICS 音声

ポートに接続されているドナー無線が、ビープ音や打音のフィードバックを提供する場合、COR/COS 
リードはアクティブ化されません。COR/COS リードが任意のオーディオで（オーディオの受信時だけ

でなく）アクティブになっていることを確認できる場合を除いては、「VAD 作動シグナリングの設定」

に従って、IDC がビープ音や打音を受信するようにトランク無線のハイブリッド設定で音声ポートを

設定する必要があります。

次の例は、E&M 音声ポートとダイヤル ピアの設定を示しています。この設定は、Cisco IPICS のハイ

ブリッド設定ソリューションで全二重のトランク無線に使用されます。

この例では、type { 2 | 3 | 5 } は通常 type 3 になりますが、ご使用の無線機器に も適合するタイプを

選択するには、図 3-3（P.3-5）、図 3-4（P.3-6）、および図 3-5（P.3-7） を参照してください。Input 
gain { -27 - 16 } は通常 10 となりますが、Cisco IPICS のエンドポイントで 適なオーディオを受信す

るには、必要に応じてこの値を調整してください。Output attenuation { -16 - 27 } は通常 10 となりま

すが、無線で 適なオーディオを受信するには、必要に応じてこの値を調整してください。LMR ゲー

トウェイの音声ポートへ無線を接続する場合には、音声レベルのバランスが正しくなるよう調整が必要

になることがあります。無線では通常、ゲインの調整を提供しており、無線から音声ポートへの信号レ

ベル、および音声ポートから無線への信号レベルで、無線および音声ポートの調整が必要になることが

あります。トーン制御無線を使用する場合は、LMR ゲートウェイから無線へ送信されるトーンも、音

声ポートの output attenuation の設定によって影響を受けることに注意してください。これらの設定を

適にして目的のオーディオ レベルにする場合には、音声ポートの調整によって、トーン信号のレベ

ルと品質に悪影響を与えないように注意してください。

! Full Duplex E&M Port for Trunked Radio
!
voice-port 0/3/1
  voice-class permanent 1
  auto-cut-through
  operation 4-wire
  type {2 | 3 | 5 } ! Typically type 3.
  signal lmr
  lmr e-lead voice
  lmr led-on
  input gain { -27 - 16 }

output attenuation { -16 - 27 }
  no echo-cancel enable
  no comfort-noise
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  timeouts call-disconnect 3
  timeouts wait-release 3
  timing hookflash-in 0
  timing hangover 80
  connection trunk 104
  description Trunked Radio Port
!
! VAD Dial-Peer For Above Trunked Radio
!
dial-peer voice 104 voip
  destination-pattern 104
  session protocol multicast
  session target ipv4:239.193.1.4:21000
  codec g711ulaw
  vad   ! Do not use vad aggressive.

239.193.1.4 に関連付けられたトラフィックがダミー チャネルにルーティングされるように、RMS 
ルータに手動ループバックを設定する必要があります。このようにするには、音声ポートとダイヤル 
ピアを手動で定義して、手動の「ブリッジ」を作成します。通常、RMS の T1 ループバックの 1 つに

含まれる音声ポートのペアを使用します。T1 ループバック ペア（DS0 リソース）を Reserved 状態に

して、RMS で無効なリソースにします（RMS を Reserved 状態にする方法については、『Cisco IPICS 
Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator 
Tasks」の章を参照してください）。

使用する DSO チャネルが決定したら、次の設定例を使用して、T1 DS0 音声ポートを必要に応じて置

き換えることができます。この例では、1/0/0:0（VTG、半二重、左側）<->1/0/1:0（IDC、全二重、右

側）のループバック ポートが Cisco IPICS で予約済みとしてマークされており、トランク無線のハイ

ブリッド設定のブリッジに使用されます。

T1 ループバックの左側の VTG は lmr duplex half（1/0/0:0 など）に設定され、チャネル 2 の VTG の
マルチキャスト アドレスは 239.193.1.0:21000 です。このチャネルは VTG で使用可能です。適切に動

作させるためには、T1 ループバックに関連付けられているすべての音声ポートを 
lmr m-lead audio-gate-in で設定し、関連付けられているダイヤル ピアを no vad で設定する必要があ

ります。T1 ループバック ポートのいずれかで VAD を使用している場合は、VTG でトランク無線が使

用されたときにオーディオ伝送の先頭部分が消失することがあります。

ブリッジのこの部分は、使用中のトランク無線システムに適合するよう調整する必要があります。ただ

し、大半のアプリケーションでは次の推奨設定で十分です。

• timing delay-voice tdm コマンド

通常は、timing delay-voice tdm 600 で良好な結果が得られます。ただし、実際のトランク無線

チャネルのアクセス セットアップ時間がわかっている場合、または計測可能な場合は、その値に 
100 ミリ秒を加算すると 適なパフォーマンスを実現できます。

• timing hangover コマンド

通常、timing delay-voice tdm 600 が使用されている場合は、timing hangover 620 で良好な結果が

得られます。ただし、timing delay-voice tdm に新しい計算値が使用された場合、新しい timing 
hangover の値は少し大きくなります。

• timing ignore m-lead コマンド

通常は、timing ignore m-lead 100 で良好な結果が得られます。ただし、トランク無線が VTG にあ

るときに余分なアクセス トーンが聞こえる場合は、この値を大きくしてもかまいません。この値

が大きすぎると、VTG でトランク無線を使用したときにオーディオ伝送の末尾部分が欠落するこ

とがあります。

次の例は、T1 ループバックの半二重側の音声ポートとダイヤル ピアの設定を示しています。この設定

は、Cisco IPICS のハイブリッド設定ソリューションにおいて、トランク無線に使用されます。

! Half Duplex Left Side DSO Port for VTG Use
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!
voice-port 1/0/0:0
  voice-class permanent 1
  auto-cut-through
  lmr m-lead audio-gate-in
  lmr e-lead voice
  lmr duplex half
  no echo-cancel enable
  no comfort-noise
  timeouts call-disconnect 3
  timeouts wait-release 3
  timing hookflash-in 0
  timing hangover { 0 - 1000 }  ! Typically {620}.  Should be longer than timing 
delay-voice tdm value.
  timing delay-voice tdm { 0 - 1500 }  ! Typically {600}.  Channel access time +100 mSec.
  timing ignore m-lead { 0 - 1000 }  ! Typically {100}.  If set to high you may chop the 
tail end of audio.
  connection trunk 3104
  description Trunked Radio VTG Half Duplex Bridge(Disabled in Cisco IPICS)
!
! T1 Loopback Left Side VTG Half Duplex Dial Peer.
!
dial-peer voice 3104 voip
  description Trunked Radio VTG Half Duplex Channel
  destination-pattern 3104
  session protocol multicast
  session target ipv4:239.193.1.0:21000
  codec g711ulaw
  no vad  !  Do not use any type of vad.

T1 ループバックの右側の IDC は no lmr duplex half（1/0/1:0 など）に設定され、チャネル 1 の IDC の
マルチキャスト アドレスは 239.193.1.4:21000 です。このチャネルは IDC で使用可能で、ユーザには

トランク無線システムに固有のビープ音や打音が聞こえます。適切に動作させるためには、T1 ループ

バックに関連付けられているすべての音声ポートを m-lead audio-gate-in に設定し、関連付けられて

いるダイヤル ピアを no vad に設定する必要があります。T1 ループバック ポートのいずれかで VAD を
使用している場合は、VTG でトランク無線が使用されたときにオーディオ伝送の先頭部分が消失する

ことがあります。

次の例は、T1 ループバックの全二重側の音声ポートとダイヤル ピアの設定を示しています。この設定

は、Cisco IPICS のハイブリッド設定ソリューションにおいて、トランク無線に使用されます。

voice-port 1/0/1:0
  voice-class permanent 1
  auto-cut-through
  lmr m-lead audio-gate-in
  lmr e-lead voice
  no echo-cancel enable
  no comfort-noise
  timeouts call-disconnect 3 
  timeouts wait-release 3
  timing hookflash-in 0
  timing hangover 80
  connection trunk 2104
  description Trunked Radio IDC Full Duplex Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
!
!  T1 Loopback Right Side Dial Peer (Do not use any type of vad).
!
dial-peer voice 2104 voip
  description Trunked Radio IDC Full Duplex Channel 
  destination-pattern 2104
  session protocol multicast
  session target ipv4:239.193.1.4:21000
  codec g711ulaw
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  no vad

このブリッジによって、エンドポイントでチャネル 1 IDC を使用できます。また、チャネル 2 VTG は、

このトランク無線を VTG に配置する必要に応じて使用できます。チャネル 1 IDC は全二重であるた

め、エンドポイントでビープ音や打音が聞こえます。チャネル 1 VTG は半二重であるため、複数の半

二重無線チャネル（またはそのダミー パートナー）を VTG に配置できます。スプラッシュ トーンが

行き交うこともなく、ピンポン効果などのトランク無線の問題も防ぐことができます。

（注） また、エンドユーザはビープ音や打音が確実に聞こえるよう、トランク チャネルで PTT 通信中に受信

したオーディオが消音されないように IDC を設定する必要があります。

アナログ タップによる録音の設定
ここでは、マルチキャスト LMR トラフィックの録音について説明します。

• 「マルチキャスト LMR トラフィックの録音」（P.3-70）

• 「録音タップの Cisco IOS の設定」（P.3-71）

マルチキャスト LMR トラフィックの録音

Cisco IPICS ネットワークに接続されている無線のトラフィックの録音は、簡単に入手できるサード

パーティ製の録音デバイスを使用して実行できます。 近のシステムの多くは VoIP 対応になっていま

すが、ほとんどはマルチキャスト トラフィックをキャプチャする機能を備えていません。

「録音タップの Cisco IOS の設定」（P.3-71）で、E&M ポートを、外部録音デバイスへのアナログ オー

ディオの出力専用として設定する方法について説明します。通常、無線チャネルごとに別々のトラック

に録音して、録音の再生時には、エンドユーザが選択したチャネルの無線トラフィックだけを聴取でき

るようにします。その無線チャネルが Cisco IPICS の仮想トーク グループのメンバであった場合、そ

のトーク グループのすべてのメンバからのオーディオも再生されます。このようなチャネル専用の録

音を実現するには、録音する必要のある無線チャネルごとに E&M ポートが必要です。たとえば 4 つの

無線があり、いずれも Cisco IPICS ネットワークへのインターフェイスとして専用の E&M ポートに接

続されており、各チャネルを録音する必要がある場合は、さらに 4 つの E&M ポートが必要になりま

す。この場合、8 つの E&M ポートが必要です。録音デバイスが無線以外のロケーションにある場合

は、録音デバイスにアナログ タップを提供するための専用 ISR が必要になることがあります。

表 3-12 Cisco IPICS トランク チャネルの設定

IPICS トランク チャネルの設定

チャネル ラベル マルチキャスト アドレス

Channel 1 IDC 239.193.1.4:21000

Channel 2 VTG 239.193.1.0:21000
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録音タップの Cisco IOS の設定

ここで説明する設定が使用されている場合、ルータは、特定のチャネルのマルチキャスト トラフィッ

クをキャプチャし、それを録音デバイスに送信可能なアナログ信号に変換します。録音デバイスが録音

開始のタイミングを示す信号を必要とする場合は、E リードのピン 7 を使用できます。E リードは無線

システムの PTT 信号に対応し、LMR システムの音声アクティビティを示します。録音デバイスが連続

動作しているか、またはオーディオの存在によってトリガーされた場合は、ピン 4 と 5 のみが必要にな

ります。通常、8 本の線のうち 4 本が使用されます。

表 3-13 は、8 本の線のうち 4 本の設定を示しています。

次の例は、アナログ録音デバイスでマルチキャスト トラフィックを録音するために必要となる、E&M 
音声ポートとダイヤル ピアの設定を示しています。

この例では、type { 2 | 3 | 5 } は通常 type 3 になりますが、ご使用の無線機器に も適合するタイプを

選択するには、図 3-3（P.3-5）、図 3-4（P.3-6）、および図 3-5（P.3-7） を参照してください。Input 
gain { -27 - 16 } は通常 10 となりますが、Cisco IPICS のエンドポイントで 適なオーディオを受信す

るには、必要に応じてこの値を調整してください。Output attenuation { -16 - 27 } は通常 10 となりま

すが、無線で 適なオーディオを受信するには、必要に応じてこの値を調整してください。LMR ゲー

トウェイの音声ポートへ無線を接続する場合には、音声レベルのバランスが正しくなるよう調整が必要

になることがあります。無線では通常、ゲインの調整を提供しており、無線から音声ポートへの信号レ

ベル、および音声ポートから無線への信号レベルで、無線および音声ポートの調整が必要になることが

あります。トーン制御無線を使用する場合は、LMR ゲートウェイから無線へ送信されるトーンも、音

声ポートの output attenuation の設定によって影響を受けることに注意してください。これらの設定を

適にして目的のオーディオ レベルにする場合には、音声ポートの調整によって、トーン信号のレベ

ルと品質に悪影響を与えないように注意してください。

ip multicast-routing
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711ulaw
!
voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action

表 3-13 録音デバイスの物理接続

ルータの RJ-45 ピン

番号 ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー 
コード ルータ機能

11

1. この設定では使用されません。

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

オレンジ 接続なし

21 M リード 白 /オレンジ 接続なし

31
リング 白 /グリーン 接続なし

4 リング 1 ブルー TX および RX オーディオ

5 チップ 1 白 /ブルー TX および RX オーディオ

61
ヒント グリーン 接続なし

7 E リード 白 /ブラウン 録音の開始

8 Signal Ground（SG; 信号

アース）

ブラウン アース
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!
voice-port 0/2/0
 voice-class permanent 1
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type { 2 | 3 | 5 }
 signal lmr
 lmr m-lead audio-gate-in
 lmr e-lead voice
 lmr duplex half
 lmr led-on
 output attenuation { -16 - 27 }
 no echo-cancel enable
 no comfort-noise
 timeouts call-disconnect 3
 timeouts wait-release 3
 timing hookflash-in 10
 timing hangover 80
 connection trunk 11101 
 description Recording  Tap Radio 0/2/0
 threshold noise -40
!
dial-peer voice 11101 voip
 destination-pattern 11101
 session protocol multicast
 session target ipv4: { Multicast address of  radio channel to be recorded }
 codec g711ulaw
 vad aggressive
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C H A P T E R 4

Cisco IPICS インフラストラクチャの考慮
事項

この章では、Cisco IPICS を配置する場合に、注意する必要があるインフラストラクチャの問題につい

て説明します。

関連情報については、次のマニュアルを参照してください。

• IP マルチキャスト：次の URL にある『Cisco IOS IP Multicast Configuration Guide, Release 12.4』
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_
list.html

• Quality of Service：次の URL にある『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration 
Guide, Release 12.4』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_
list.html

• 音声設定：次の URL にある『Cisco IOS Voice Configuration Library』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_
list.html

• Hoot & Holler：次の URL にある『Hoot 'n' Holler Solution』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns165/ns70/networking_solutions_
package.html

この章は、次の項で構成されています。

• 「WAN の考慮事項」（P.4-2）

• 「マルチキャスト ルーティング」

• 「帯域幅の計画」

• 「冗長 RMS の設定」（P.4-9）

• 「ハイ アベイラビリティの考慮事項」（P.4-32）

• 「Quality of Service」（P.4-34）

• 「配置シナリオにおける VPN」（P.4-49）

• 「ポートの使用状況」（P.4-50）

• 「Cisco IPICS インフラストラクチャの保護」（P.4-52）

• 「Cisco IPICS のネットワーク管理システム」（P.4-54）
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WAN の考慮事項
WAN を通じて Cisco IPICS を正常に配置するには、WAN を慎重に計画し、設計し、実装する必要が

あります。必ず次の要素を考慮に入れます。

• 遅延：2 つのサイト間の伝搬遅延は、1 キロメートルあたり 6 ミリ秒生じます。その他のネット

ワーク遅延が生じることもあります。

• Quality of Service：ネットワーク インフラストラクチャは、QoS 技術を使用して、一貫した予測

可能なエンドツーエンド レベルのサービスをトラフィックに提供します。ネットワーク インフラ

ストラクチャに対して、QoS に対応した帯域幅を組み込む必要があります。

• ジッタ：処理、キュー、バッファ、輻輳、またはパス変動遅延の結果としてネットワークを通じて

パケットに生じるさまざまな遅延。マルチキャスト音声トラフィックのジッタは、Quality of 
Service（QoS）機能を使用して 小限にする必要があります。関連情報については、「Quality of 
Service」（P.4-34）を参照してください。

• パケット損失およびエラー：ネットワークは、すべての音声トラフィックに対して十分な優先帯域

幅を提供するように構成する必要があります。標準的な QoS メカニズムを実装して、輻輳とパ

ケット損失を回避する必要があります。関連情報については、「Quality of Service」（P.4-34）を参

照してください。

• 帯域幅：予想されるコール量に対して、各サイト間で適切な量の帯域幅をプロビジョニングしま

す。この帯域幅は、ネットワークを共有する他のアプリケーションおよびトラフィック用の帯域幅

に追加します。プロビジョニングされる帯域幅では、さまざまなクラスのトラフィックに優先順位

付けとスケジューリングを行うために、QoS が有効になっていなければなりません。一般に、帯

域幅は多めにプロビジョニングし、少なめにサブスクライブします。

• リモート ロケーションを使用する IDC：リモート ロケーションを選択する IDC では、SIP を使用

して、RMS への接続をセットアップします。SIP はレイテンシと過度な遅延の影響を受けやすい

ため、このタイプの接続では、タイムアウトが生じ、コールのセットアップが失敗することがあり

ます。WAN を通じて配置される IDC の使用時に接続または音質の問題が生じた場合は、WAN を
通じて配置されていないリモート IDC 接続をテストすることによって、問題の特定を試みること

を推奨します。WAN を通じて配置されていない IDC で問題を再現できない場合は WAN インフラ

ストラクチャを調べて、WAN の過度な遅延またはリソースの制限が問題の原因となっているかど

うかを判断します。

• IDC は、IDC 上でチャネルがオフになっている場合でも、すべての関連付けられたマルチキャス

ト チャネルで通信します。RMS コンポーネントでシステム リソースを節約するために、RMS コ
ンポーネントの着信インターフェイスで次の ACL を実装することを推奨します。この ACL は、

Cisco IPICS に使用されるマルチキャスト グループとポート番号を照合する必要があります。次に

例を示します。

ip access-list extended RTCP-MCAST 
 deny UDP any 239.220.0.0 0.0.255.255 eq 21001 
 permit any any

• RMS コンポーネントの VIF およびループバック インターフェイスは、片通話を防止するために、

アドバタイズする必要があります。

マルチキャスト ルーティング
Sparse Mode（SM; スパース モード）と Dense Mode（DM; デンス モード）の両方で、Protocol 
Independent Multicast（PIM）がサポートされています。しかし、定期的なブロードキャストとプルー

ニング メカニズムのために、DM PIM は実稼動ネットワークでは推奨されません。
4-2
Cisco IPICS Release 4.0(2) 用のソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

OL-24067-01-J



 

第 4 章      Cisco IPICS インフラストラクチャの考慮事項

マルチキャスト ルーティング
Cisco IPICS では、双方向 PIM の使用を推奨します。双方向 PIM は、PIM プロトコル スイートの拡張

であり、双方向データ フローで共有スパース ツリーを実装します。PIM スパース モードとは対照的

に、双方向 PIM は、ルータで送信元固有の状態が維持されないようにします。これにより、必要な追

加のオーバーヘッドを 小限にする一方で、任意の数の送信元にツリーを拡張できます。

PIM SM で作成される共有ツリーは単方向性です。したがって、共有ツリーのルートである 
Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）に対してデータ ストリームを向けるように、送信元ツ

リーを作成する必要があります。次に、データはブランチを通じてダウストリームの受信者に転送でき

ます。単方向モードでは、アップストリームの RP に向けて共有ツリーで送信元データを転送できませ

ん。

双方向モードでは、トラフィックは、グループの RP にルートがある双方向共有ツリーだけを通じて

ルーティングされます。双方向 PIM では、RP の IP アドレスは、すべてのルータがその IP アドレスを

ルートとするループのないスパンリング ツリー トポロジを確立するために重要な役割を果たします。

この IP アドレスは、ルータのものである必要はありません。これは、PIM ドメイン全体で到達可能で

あり、ネットワークで割り当てられていない任意の IP アドレスにすることができます。

図 4-1 に、双方向共有ツリーを示します。この例で、送信元からのデータは、共有ツリー（*, G）を通

じてアップストリームの RP に転送してから、共有ツリーを通じて、ダウンストリームの受信者に転送

できます。送信元ツリー（S, G）を作成するための登録プロセスはありません。

図 4-1 双方向共有ツリー

双方向 PIM は、PIM SM のメカニズムから派生したもので、多くは共有ツリーと動作が同じです。双

方向 PIM では、共有ツリー上のアップストリーム RP に対して送信元トラフィックを無条件で転送す

ることもできます。ただし、PIM SM の場合のような送信元の登録プロセスはありません。これらの変

更は、（*, G）マルチキャスト ルーティング エントリだけに基づいて、すべてのルータにトラフィック

を転送するために必要であり、かつ十分です。双方向 PIM は、送信元固有の状態をなくし、任意の数

の送信元に拡張できます。

Cisco IPICS の配置では、双方向 PIM により、次の方法でスケーラビリティの問題が解決されます。

• 共有ツリー（*, G）に基づくトラフィックの転送：この機能は、チャネルごとに 1 つのルーティン

グ エントリを作成することによって、マルチキャスト ルーティング テーブルを拡張するために役

立ちます。SM では、グループと送信元ごとにルーティング エントリが作成されます。したがっ

て、たとえば 1 つのチャネルに 100 人の参加者がいる場合、そのチャネルのルーティング テーブ
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ルには 101 のマルチキャスト ルーティング エントリがあります。双方向 PIM では、参加者の人数

にかかわらず、ルーティング テーブル内に 1 つのマルチキャスト ルーティング エントリだけが作

成されます。

• RP へのルートに基づく Reverse Path Forwarding（RPF; リバース パス転送）の決定：SM では、

（S, G）エントリに関する RPF の決定は、フローの送信元アドレスに基づきます。双方向の（*, G）

では、RPF の決定は RP に基づきます。この機能によって、Cisco IPICS の Permanent Virtual 
Circuit（PVC; 相手先固定接続）でマルチキャスト トラフィックを適用するために、数百の 
ip mroute エントリを設定する必要がなくなります。双方向 PIM では、Cisco IPICS PVC でのマル

チキャスト トラフィックの適用は、RP に到達するための 適なルートとして Cisco IPICS PVC を
優先するようにユニキャスト ルーティング プロトコルを調整することによって、実現されます。

Auto-RP と 12.2(7) よりも前の Cisco IOS リリースを使用している場合は、スパース /デンス モードが

必要です。Auto-RP と Cisco IOS Release 12.2(7) 以降を使用している場合は、スパース モードと ip 
pim auto rp listener コマンドを使用します。auto-rp 以外のマルチキャスト タイプでは、スパース 
モードを使用できます。

（注） 大規模な配置では、スタティック RP を使用することを推奨します。この方式は、マルチキャスト ツ
リーの制御に役立ち、Cisco IPICS トラフィックに対して安定した確定的なパスを提供します。

帯域幅の計画
Cisco IPICS の運用のために十分な帯域幅を確保するために、ネットワークを計画し、配置するときに

は、次の問題を考慮に入れてください。次のような問題があります。

• VoIP に使用するコーデック：「コーデック」（P.4-4）を参照してください。

• 混合される音声ストリームの数：「音声ストリームの混合」（P.4-9）を参照してください。

また、VoIP ネットワークで利用できる保証帯域幅も考慮に入れる必要があります。LAN と WAN の両

方の帯域幅を考慮に入れ、フレーム リレー、Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）、ま

たは Asynchronous Transfer Mode Peak Cell Rate（ATM PCR）、平均セル レート、バーストなどの要

素を検討してください。詳細については、「Quality of Service」（P.4-34）を参照してください。

コーデック

Cisco IPICS では、G.711 または G.729a のコーデックが使用されます。この項では、コーデックに関し

て次の情報を提供します。

• 「コーデックの選択」（P.4-4）

• 「コーデック用の帯域幅使用の計算」（P.4-5）

（注） Cisco IPICS ポリシー エンジンでは、G.711 u-law だけがサポートされています。ポリシー エンジンを

使用する場合は、このコーデックを使用する必要があります。

コーデックの選択

Cisco IPICS のコーデックを選択する場合は、表 4-1 に示す問題を考慮に入れてください。
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コーデック用の帯域幅使用の計算

この項では、コーデック用の帯域幅の使用を計算する方法について説明します。

デフォルトでは、Cisco IOS は、50 パケット /秒のレートですべての VoIP トラフィック（RTP を使用

するメディア トラフィック）を送信します。音声サンプルに加えて、各パケットには、IP、UDP、お

よび RTP のヘッダーが含まれ、これによりパケットに 40 バイトが追加されます。レイヤ 2 ヘッダー

（フレーム リレー、ポイントツーポイント プロトコル、イーサネットなど）によっても、各パケットに

バイトが追加されます。

VoIP コールによって使用される帯域幅の量は、使用するコーデックによって異なり、次のように計算

できます。使用される実際の帯域幅を調べるには、レイヤ 2 ヘッダー用の適切なバイト数も必ず追加し

てください。

表 4-1 コーデックの考慮事項

G.711 G.729a

遅延 • 合計遅延は、G.729a よりもサンプル

あたり 25 ミリ秒短くなります。

• 変換によって、遅延は増大します。

• 合計遅延は、G.711 よりもサンプル

あたり 25 ミリ秒長くなります。

• G.729a を使用する一部の Cisco 
IPICS の配置では、混合のために 
G.729a ストリームから G.711 スト

リームへの追加の変換が必要になり

ます。この追加の DSP 機能によっ

て、遅延が大幅に増大します。

音声品質 • 良好な VoIP 条件が存在すると仮定

すると、高いレベルの一貫性で 4.1 
の Mean Opinion Score（MOS; 平均

オピニオン評点）が得られます。

• タンデム化を適切に実行するため、

変換によって音質の劣化は生じませ

ん。

• 良好な VoIP 条件が存在すると仮定

すると、一般に 3.7 の Mean Opinion 
Score（MOS; 平均オピニオン評点）

が得られますが、G.711 よりも予測

不可能な結果が生じることがありま

す。

• パケット損失条件の下では、G.711 
よりもパフォーマンスが低下します。

たとえば、3% のパケット損失率で

は、G.711 の下で類似のパケット損

失率が生じた場合よりも、音質への

影響が大きくなることがあります。

• G.711 に比べて、タンデム符号化を

適切に実行しません。

• 変換によって、音質の MOS は 3.7 
から 3.2 に低下します。

帯域幅 • 一般に、G.729a に比べて 3 倍の帯域

幅を使用します。

• G.711 よりも帯域幅が節約されます。

• WAN を通じてサイト間を接続する 
Cisco IPICS の配置では、G.729a を
使用して、WAN の帯域幅を減らす

ことができます。これによって、

WAN のコストも削減されることが

あります。
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G.729a（8 KB CS-ACELP）

50 パケット /秒

20 ミリ秒サンプル /パケット = 20 バイト

AP/UDP/RTP ヘッダー /パケット = 40 バイト

（20 バイト [ペイロード ] + 40 バイト [ヘッダー ]）× 50 パケット /秒 = 3,000 バイト × 8 ビット = 24 
kbps

G.711（64 KB PCM）

50 パケット /秒

20 ミリ秒サンプル /パケット = 160 バイト

AP/UDP/RTP ヘッダー /パケット = 40 バイト

（160 バイト [ペイロード ] + 40 バイト [ヘッダー]）× 50 パケット /秒 = 10,000 バイト × 8 ビット = 80 
kbps

表 4-2 に、帯域幅使用量の例を示します。この表は、次のことが前提になっています。

• この例では、1 秒あたり 50 パケットで、パケットあたり 20 ミリ秒サンプルのペイロード サイズ

（バイト）を仮定しています。

• 値 n は、セッション内の音声ストリームの数に等しくなります。

• 帯域幅全体の計算には、IP/UDP/RTP ヘッダー（40 バイト）が含まれます。

• 圧縮 RTP（cRTP）によって、IP/UDP/RTP ヘッダーは、パケットあたり 2 ～ 4 バイト減少します。

圧縮帯域幅の計算では、パケットあたりの圧縮 IP/UDP/RTP ヘッダーに 4 バイトを使用します。

• 使用される実際の帯域幅を調べるには、レイヤ 2 ヘッダー用の適切なバイト数を必ず追加します。

RFC 1889（RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications）に従って、RTP ストリームに対す

る RTCP トラフィックは、音声ストリーム（RTP + RTCP）の 大 5% に制限されます。この制限は、

Cisco IPICS セッションに関わる 3 つのストリームに適用されます。したがって、Cisco IPICS セッ

ションあたりの RTCP 帯域幅は、音声ストリームあたりの帯域幅に 3 をかけてから、0.05 をかけるこ

とによって計算されます。

キャンパス ネットワークで Cisco IPICS ネットワークを設計する場合、帯域幅関連の問題が発生しな

いようにしてください。これは、音声ストリームを複製し、IP マルチキャスト グループに割り当てる

ために、IP マルチキャストが使用され、ここでは RMS リソースが使用されないためです。リモート 
ユーザが、マルチキャストを有効にしていない WAN を通じて接続した場合、RMS によって、マルチ

キャスト ストリームが IP ユニキャスト ストリームに変換され、WAN 上の帯域幅が節約されます。IP 
ユニキャスト音声ストリームが RMO に到達したときに、RMS は、IP ユニキャスト ストリームをマル

チキャスト ストリームに変換します。音声ストリームが WAN を通過する場合は、RMS リソースが使

用されます。このシナリオでは、RMS ゲートウェイは M1:U12:M2 接続トランク用に設定されていま

す。詳細については、「M1:U12:M2 接続トランク」（P.7-14）を参照してください。

表 4-2 帯域幅使用の例

コーデック

ペイロード サイ

ズ（バイト）

帯域幅 /音声ストリーム（kbps）
Cisco IPICS 
セッションあた

りの RTCP 帯
域幅（kbps）

例：1 セッション内の音声スト

リーム（kbps）

未圧縮 圧縮 未圧縮 圧縮

G.729a 20 24 9.6 3.6 27.6 13.2

G.711 160 80 65.6 12.0 92.0 77.6
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WAN を通じて配置される IDC が帯域幅に及ぼす影響の例として、40 人の IDC ユーザが WAN を通じ

て通信していると仮定します。各マルチキャスト音声ストリームは、IP ユニキャスト ストリームとし

て転送できるように、IP ユニキャスト音声ストリームに変換されます。しかし、このシナリオでも、

各 IDC によって使用されるチャネル数とコーデック タイプによっては、大量の帯域幅が要求されるこ

とがあります。この例で、帯域幅の要件は次のとおりです。

G.729a

40 IDC ユーザ × ユーザあたり 8 チャネル ×（24 kbps + 3.6kbps）= 8.832 kbps

G.711

40 IDC ユーザ × ユーザあたり 8 チャネル ×（80 kbps + 12 kbps）= 29,440 kbps

（注） 各 Cisco IPICS ダイヤル エンジン ポートでは、G.711 コーデックが使用されます。帯域幅の計算では、

Cisco IPICS サーバと接続エンドポイント間の G.711 接続を考慮に入れる必要があります。

cRTP、可変ペイロード サイズ、およびアグレッシブ VAD
コールによって使用される帯域幅を変更するために、複数の方法を使用できます。次のような方法があ

ります。

• 「RTP ヘッダー圧縮」（P.4-7）

• 「音声ペイロードの調整可能バイト サイズ」（P.4-7）

• 「アグレッシブ音声アクティビティ検出」（P.4-8）

RTP ヘッダー圧縮

「コーデック」（P.4-4）に説明があるとおり、IP/UDP/RTP ヘッダーは、各パケットに 40 バイトを追加

します。ただし、パケット ヘッダーは、一般にコール全体を通じて変化しません。VoIP コールに対し

て cRTP を有効にできます。これにより、IP/UDP/RTP ヘッダーのサイズが、パケットあたり 2 ～ 4 バ
イト減少します。

cRTP の詳細については、次の URL で入手できる『Understanding Compression（Including cRTP）
and Quality of Service』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk762/technologies_tech_note09186a0080108e2c.
shtml

音声ペイロードの調整可能バイト サイズ

各 Cisco IPICS 音声パケットに含まれる音声ペイロードのサイズを制御できます。これを行うには、

VoIP ダイヤル ピアで、bytes パラメータを使用します。次に例を示します。

dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 4085551234
codec g729r8 bytes 40
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.1.1:21000

パケットあたりのバイト数を変更すると、1 秒あたりに送信されるパケット数が変化します。次の例に

示すように、1 秒あたりに送信されるパケット数を計算できます。
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G.729a コーデックと、デフォルトの 20 ペイロード /パケット

コーデック レート：8,000 ビット /秒 X 8 ビット = 1,000 バイト /秒

サンプリング間隔：10 ミリ秒

デフォルトのペイロード サイズ：20 バイト /パケット（2 サンプル /パケット）

1,000 バイト /秒 /20 バイト /パケット = 50 パケット /秒

G.729a コーデックと、VoIP ダイヤル ピアで定義される 40 バイト 
コーデック レート：8,000 ビット /秒 × 8 ビット = 1,000 バイト /秒

サンプリング間隔：10 ミリ秒

ペイロード サイズ：40 バイト /パケット

1,000 バイト /秒 /40 バイト /パケット = 25 パケット /秒

（注） ペイロード サイズを増加させると、遅延が同じ時間増大します。たとえば、ペイロード サイズを 20 ミ
リ秒から 40 ミリ秒に増加させた場合、サンプルあたりの遅延は 20 ミリ秒増大します。

アグレッシブ音声アクティビティ検出

Voice Activation Detection（VAD; 音声アクティビティ検出）は、DSP が対話中の休止を動的に検出す

るためのメカニズムです。このような休止が発生した場合、いかなる VoIP パケットもネットワークに

送信されません。VAD によって、VoIP に使用される帯域幅の量を 大 50% 減らすことができます。

VAD では、VoIP の帯域幅が節約されますが、LMR と PTT のパケット ストリームに使用される Cisco 
IPICS シグナリングが中断され、無視されます。Cisco IPICS の配置で VAD を使用する場合は、この

問題に注意してください。

LMR ゲートウェイ ポートを設定するときに、無線が Carrier Operated Relay（COR; 搬送波作動リ

レー）またはCarrier Operated Squelch（COS; 搬送波波動スケルチ）をサポートしている場合は、

VAD を使用しないでください。COR/COS シグナリングをサポートしている無線は、パケットの生成

を開始するために LMR ポートに組み込みシグナリングを提供できます。COR/COS ゲーティングの使

用は、オーディオ入力を制御し、VAD アクティベーション値を下回る音声データの短いバーストが削

除される可能性を回避するために、効率的な方法です。

各音声ポートでは、環境ノイズとユーザが異なるため、ノイズと音声レベルに大きな変動が生じること

があります。従来の VAD はこのような変動を管理できますが、これはユニキャスト用に設計されてい

ます。通常、従来の VAD では、検出不足よりも検出過剰が好まれます。これは、一般に、良好な音質

の方が、帯域幅の節約よりも優先されるためです。しかし、マルチキャスト環境では、音質が低下する

ため、検出過剰と検出不足は望ましくありません。

アグレッシブ VAD は、検出過剰を回避するために、マルチキャスト環境で使用できます。アグレッシ

ブ VAD では、DSP が未知の Signal-to-Noise Ratio（SNR; 信号対雑音比）の信号を検出した場合、

DSP は疑わしいパケットを送信しません。従来の VAD では、DSP が未知の SNR がある信号を検出し

た場合、DSP は、パケットの送信を継続します。これによって、音声ストリームに利用できるすべて

のスロットが、不要なトラフィックに占有されるおそれがあります。

次のように、ダイヤル ピアで、vad aggressive コンフィギュレーション設定を有効にすることによ

り、アグレッシブ VAD を有効にできます。

dial-peer voice 10 voip
destination-pattern 111
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.1.1:21000
vad aggressive
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音声ストリームの混合

「Virtual Talk Groups」（P.2-11）で説明するように、Cisco IPICS の配置で、DSP は、 大 3 つの音声

ストリームを混合できます。しかし、DSP は加重機能を実行しません。したがって、たとえば 3 つの 
G.729a ストリーム（それぞれヘッダー付きで 24 KB）が、ルータまたはゲートウェイによって受信さ

れた場合、混合ストリームは 72 KB の帯域幅を使用します。VTG 内の各ユーザまたは VTG 内の 1 つ
のチャネルが、単一の混合オーディオ ストリームを受信する場合でも、DSP が単一の 24KB ストリー

ムを送信することはありません。

Cisco IPICS ネットワークで帯域幅を計画する場合は、この問題を考慮に入れることが重要です。LAN 
帯域幅よりもコストが高く、可用性が低い WAN 帯域幅を計画する場合、これは特に重要です。

Cisco Hoot & Holler 機能は、一度に 大 3 つの音声ストリームを混合するため、Cisco Hoot & Holler 
機能を備えたルータがある各 WAN サイトに対して、コールあたりの帯域幅の 3 倍を超える音声帯域幅

をプロビジョニングする必要はありません。

（注） VTG を通じて混合されるオーディオ チャネルでは、さらに 60 ミリ秒の遅延が生じます。

冗長 RMS の設定
ここでは、ネットワークを設定して、Cisco IPICS の配置で冗長 RMS コンポーネントをサポートする

方法を説明するケース スタディを示します。このテスト対象のソリューションは、プライマリおよび

バックアップのマルチキャスト Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）

トンネルを使用します。これは、各 RMS のループバック インターフェイスに同じ IP アドレスを割り

当てます。これによって、Cisco IPICS サーバは、サーバ コードについて特に考慮せずに、アクティブ 
RMS（この例では RMS1 と呼びます）またはバックアップ RMS（RMS2）にアクセスできます。一度

に 1 つだけの RMS をアクティブにできるように GRE トンネルが設定されるため、この方式が実現し

ます。プライマリ RMS に対するすべての接続が失われた場合は、フェールオーバーが発生します。プ

ライマリ トンネルがダウンした場合は、バックアップ RMS にアクセスできるように、バックアップ 
トンネルがアクティブになります。バックアップ トンネルがアクティブになり、Cisco IPICS サーバが 
RMS 設定を同期したときに、接続が復元されます。デフォルトで同期プロセスは 10 分ごとに実行さ

れるため、フェールオーバーが完了するまで 大約 10 分かかることがあります。

このトポロジでは、アクティブな RMS に対して 2 つのパスがあります。したがって、両方のパスに同

時に障害が発生しない限り、スタンバイ RMS をアクティブにする必要はありません。アクティブ 
RMS 自体に障害が発生した場合は、バックアップ トンネルがアクティブになります。

この設定では、各 RMS ルータに、同一のハードウェア（同じスロット内の同じハードウェア モジュー

ル）が必要です。

この項では、次の項目について説明します。

• 「トポロジ」（P.4-10）

• 「ケーブル接続」（P.4-11）

• 「ルーティングの概要」（P.4-12）

• 「障害シナリオでの動作」（P.4-13）

• 「警告」（P.4-14）

• 「ルータの設定」（P.4-14）
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トポロジ

冗長 RMS 構成では、配置される各 RMS に対して 4 台のルータが必要です。このトポロジでは、シン

グル ポイント障害はありません。この例で説明するトポロジは、ルータ 3 台のコアを使用します。

GW3 と呼ばれる 1 台目のルータは、デバイスへの接続を提供します。GW1 および GW2 と呼ばれるそ

の他のルータは、コアおよび冗長 RMS デバイス間で、完全冗長ルーティングを提供します。

コア トポロジには、VLAN 100 上に Cisco IPICS エンドポイントがあります（Cisco IPICS サーバ、

IDC、Cisco Unified IP Phone）。電話と IDC は、スイッチ（オフィス スイッチと呼ばれます）に接続

され、192.168.0.0/24 サブネット上にあります。Cisco Unified IP Phone は、VLAN 100 にもなってい

る Cisco Unified Communications Manager サーバに登録されます。各ルータは、リリース 12.4(24)T3 
を実行している Cisco 2811 Integrated Services Router です。

図 4-2 は、このソリューションのコア トポロジを示しています。

図 4-2 冗長 RMS のコア トポロジ

図 4-3 は、RMS ルータ（RMS1 および RMS2）が、GW1 および GW2 を通じてコアにインターフェイ

スする方法を示しています。
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図 4-3 コアに対するルータ インターフェイス

ケーブル接続

このテスト対象のソリューションで、Cisco IPICS サーバ、Cisco Unified Communications Manager 
サーバ、Cisco Unified IP Phone、IDC はすべて、GW3 の FE9 スイッチ ポートに接続され、VLAN 
100 に割り当てられました。

表 4-3 に、ルータ間のケーブル接続を示します。

Physical Interface  
Unicast Only  

Active  Multicast  
GRE Tunnel  

Standby Multicast
GRE Tunnel  

Vif 1 
192.168.250.1/30

 

Lo1 
20.1.3.1/24 

Lo3 
20.10.1.1/24 

D:20.1.1.1 
20.1

V192
.16

20.

OSPF – Advertised via OSPF 
EIGR P – Advertised via EIGRP 

表 4-3 冗長 RMS ソリューションのケーブル接続

ルータ インターフェイス ケーブル タイプ インターフェイス ルータ

GW1 FA 0/0 クロス FA 0/0 RMS1

GW1 FA 0/1 クロス FA 0/1 RMS2

GW2 FA 0/1 クロス FA 0/1 RMS1

GW2 FA 0/0 クロス FA 0/0 RMS2

GW3 FA 0/1/7 ストレート FA 0/1/7 GW1

GW3 FA 0/1/8 ストレート FA 0/1/7 GW2
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ルーティングの概要

図 4-2（P.4-10） に示すように、Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）と Open 
Shortest Path First（OSPF）は、ルートを動的にアドバタイズし、必要な接続を容易にするために、テ

スト対象のソリューションに実装されます。ただし、GW1 および GW2 ルータと RMS ルータの間で、

任意のダイナミック ルーティング プロトコルを使用できます。

テストされたプロトコルとは異なるルーティング プロトコルを使用して、冗長 RMS ソリューションを

配置することを選択する場合は、次の一般的な手順に従ってください。

1. GW1、GW2、RMS1、および RMS2 の間の物理インターフェイスでルーティング プロトコルを設

定し、ループバック 0 インターフェイスにアドバタイズします。GW1、GW2、RMS1、および 
RMS2 のループバック 0 インターフェイスは、トンネル エンドポイントとして使用されます。

ルータ間でループバック インターフェイスにアドバタイズされた後に、マルチキャスト GRE トン

ネルを設定できます。GW1 および GW2 と RMS ルータ間の物理インターフェイスは、ユニキャス

ト専用インターフェイスです。

2. GW1、GW2、RMS1、および RMS2 の間で、プライマリおよびバックアップのマルチキャスト 
GRE トンネルを設定します。トンネル エンドポイントは、lo0 インターフェイスです。トンネル

で 2 番目のルーティング プロトコルを設定し、すべての他のネットワークにアドバタイズします。

GW1、GW2、RMS1、および RMS2 間のすべてのマルチキャスト トラフィックは、トンネルを通

過します。RMS ルータからのすべてのマルチキャスト トラフィックには、Virtual Interface（VIF; 
仮想インターフェイス）の送信元アドレスがあります。VIF サブネットはトンネルを通じてアドバ

タイズされるため、ゲートウェイ ルータでの RPF チェックは常に成功します。RMS に対するすべ

てのマルチキャスト トラフィックはトンネルを通過し、スタティック マルチキャスト ルートの必

要なく、RPF チェックは成功します。

3. RMS1 と RMS2 で同じ IP アドレスを使用して別のループバック インターフェイスを設定します。

このアドレスは、RMS に対して Cisco IPICS サーバで設定されるアドレスです。トンネルで設定

されるルーティング プロトコルに、このアドレスを追加します。この共通 IP アドレスはトンネル

を通じてアドバタイズされるため、ネットワークは、アクティブ トンネルを通じてそのアドレス

に対して 1 回のアドバタイズメントだけを受信します。

通常の動作

通常の動作では、RMS2 に対するトンネルはスタンバイ モードになります。このため、共通ループ

バック アドレスはゲートウェイ ルータに対してアドバタイズされず、RMS2 からネットワークの他の

部分へのマルチキャスト パスはありません。Cisco IPICS サーバは、アクティブ RMS を制御します。

ルーティングの観点からは、RMS2 上の共通ループバック アドレスは存在しません。

障害モード

一般に、RMS1 に障害が発生した場合にだけ、RMS1 への接続が失われます。いかなるシングル ポイ

ント障害によっても、RMS1 に対するネットワーク接続が失われることはありません。RMS1 に障害

が発生した場合、キープアライブ設定によって、アクティブ トンネルがタイムアウトします。トンネ

ルがタイムアウトした場合は、セカンダリ トンネルがアクティブになり、共通ループバック アドレス

は RMS2 によってアドバタイズされます。また、RMS2 から GW1 および GW2 へのマルチキャスト 
トラフィックのためにトンネルが確立されます。Cisco IPICS サーバが RMS の定期チェックを実行す

る場合（デフォルトでは、10 分ごとに実行されます）、RMS2 の設定は、RMS1 の設定に一致するよう

に更新されます。
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フェールバック モード

RMS1 は、オンライン状態に戻ったときに、アクティブ RMS になり、RMS2 へのトンネルはスタンバ

イ モードに戻ります。

RMS1 と GW1 の設定例

次に、RMS1 の設定例を示します。

router eigrp 1
 network 20.1.3.0 0.0.0.255   Loopback1
 network 192.168.10.0         Fa0/0
 network 192.168.40.0         Fa0/1 
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
 network 20.2.1.0 0.0.0.255 area 51     Tunnel 1 to GW1
 network 20.4.1.0 0.0.0.255 area 51     Tunnel 2 to GW2
 network 20.10.1.0 0.0.0.255 area 51    Loopback 3 (Common RMS address) 
 network 192.168.250.0 0.0.0.3 area 51  Vif 1 
 

次に、GW1 の設定例を示します。

router eigrp 1
 network 20.1.1.0 0.0.0.255 loopback1
 network 192.168.10.0 Fa0/0
 network 192.168.20.0 Fa0/1
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
network 20.2.1.0 0.0.0.255 area 51 Tunnel 1 to RMS1
 network 20.3.1.0 0.0.0.255 area 51 Tunnel 2 to RMS2
 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 51 VLAN 300 to Core

障害シナリオでの動作

表 4-4 に、テストされた障害シナリオを示します。

（注） テストされたトポロジでは、ゲートウェイと RMS のいずれかの間における単一リンクの障害は、ユー

ザに影響を与えません。これは、まだアクティブ RMS に対するルートがあるためです。

表 4-4 テストされたフェールオーバー シナリオ

障害 結果 コメント

GW1 の電源が切れる すべてのトラフィックは、GW2 
トンネル 3 を通じて RMS1 に転

送される 

ユーザに影響は生じない
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警告

冗長 RMS ソリューションを実装する場合は、次の点に注意してください。

• Cisco IPICS サーバは、10 分ごとにポーリング ルーチンを実行します。このルーチンによって、

RMS とサーバの設定が同期されます。RMS1 に障害が発生した場合、RMS2 で同期ルーチンが実

行されるまで、 大 10 分の遅延が生じることがあります。RMS2 の同期にかかる時間は、ネット

ワーク遅延と、現在設定されている RMS リソースの数によって異なります。

Cisco IPICS 管理コンソールから、[Administration] トレイの [Options] ウィンドウにある [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。このトレ

イから手動で同期を実行することもできます。これらの手順の詳細については、『Cisco IPICS 
Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator 
Tasks」の章を参照してください。

• フェールオーバー後にアクティブ RMS への接続が復元された場合、システムはフォールバックし

ます。

ルータの設定

次の項では、テスト対象のソリューションで、ルータからの show running-config コマンドの出力を

示します。Cisco IPICS サーバによって実行された RMS 音声ポートとダイヤル ピアの設定は、スペー

スを節約するため省略しました。

• 「GW1 の設定」（P.4-14）

• 「GW2 の設定」（P.4-17）

• 「GW3 の設定」（P.4-20）

• 「RMS1 の設定」（P.4-24）

• 「RMS2 の設定」（P.4-28）

GW1 の設定

次に、GW1 の設定を示します。

version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers

GW2 の電源が切れる すべてのトラフィックは、GW1 
トンネル 1 を通じて RMS1 に転

送される 

ユーザに影響は生じない

RMS1 の電源が切れる すべてのトラフィックは、GW1 
および GW2 トンネルを通じて 
RMS2 に転送される

再同期されるまでダウンする

表 4-4 テストされたフェールオーバー シナリオ（続き）

障害 結果 コメント
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!
hostname gw1
!
boot-start-marker
boot system flash 1244t.bin
boot-end-marker
!
! card type command needed for slot 1
! card type command needed for slot 1
security passwords min-length 6
logging buffered 51200 warnings
enable password 7 0822455D0A16544541
!
aaa new-model
!
aaa authentication login default local
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
no network-clock-participate slot 1 
ip subnet-zero
no ip source-route
ip tcp synwait-time 10
!
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.9
ip dhcp excluded-address 192.168.0.20 192.168.0.255
ip dhcp excluded-address 192.168.100.1
!
ip dhcp pool sub-100
   network 192.168.100.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.0.1 
   option 150 ip 192.168.0.50 
   dns-server 68.87.71.226 68.87.73.242 
!
ip dhcp pool sub-300
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.0.10 
   option 150 ip 192.168.0.50 
   dns-server 68.87.71.226 
!
ip ftp username administrator
ip ftp password 7 121A0C041104
no ip bootp server
ip domain name gw1.cisco.com
ip multicast-routing 
no ip igmp snooping
!
ftp-server enable
!
voice-card 0
 dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm
!
username cisco privilege 15 secret 5 $1$iLkt$2AxwmRpQ4ZnX6fDnwPiI1.
username ipics privilege 15 password 7 094F471A1A0A464058
!
interface Tunnel1
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 backup interface Tunnel2
 ip address 20.2.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.3.1
!
interface Tunnel2
 ip address 20.3.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.4.1
!
interface Loopback1
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1/0
!
interface FastEthernet0/1/1
!
interface FastEthernet0/1/2
!
interface FastEthernet0/1/3
!
interface FastEthernet0/1/4
!
interface FastEthernet0/1/5
!
interface FastEthernet0/1/6
!
interface FastEthernet0/1/7
 switchport access vlan 300
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1/8
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan300
 ip address 192.168.50.51 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!
router eigrp 1
 network 20.1.1.0 0.0.0.255
 network 192.168.10.0
 network 192.168.20.0
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
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 network 20.2.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.3.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 51
!
no ip classless
!
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
ip pim rp-address 192.168.0.1
!
control-plane
!
voice-port 0/2/0
 no echo-cancel enable
!
voice-port 0/2/1
!
line con 0
 transport output telnet
line aux 0
 transport output telnet
line vty 0 4
 exec-timeout 22 0
 privilege level 15
 login authentication local
 transport input ssh
line vty 5 15
 privilege level 15
 transport input ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
end

GW2 の設定

次に、GW2 の設定を示します。

version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname gw2
!
boot-start-marker
boot system flash 1244t.bin
boot-end-marker
!
! card type command needed for slot 1
! card type command needed for slot 1
security passwords min-length 6
logging buffered 51200 warnings
enable password 7 121A0C0411045D5679
!
aaa new-model
!
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aaa authentication login default local
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
no network-clock-participate slot 1 
ip subnet-zero
no ip source-route
ip tcp synwait-time 10
!
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.19
ip dhcp excluded-address 192.168.0.30 192.168.0.255
!
ip ftp username administrator
ip ftp password 7 121A0C041104
no ip bootp server
ip domain name gw2.cisco.com
ip host appstest50 192.168.0.50
ip name-server 39.9.211.2
ip name-server 204.127.198.19
ip multicast-routing 
no ip igmp snooping
!
voice-card 0
 dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm
!
username cisco privilege 15 secret 5 $1$pNyj$Jrgp2.mRgWuks904x3CtR.
username ipics privilege 15 password 7 02050D4808095E731F
!
interface Tunnel3
 backup interface Tunnel4
 ip address 20.4.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.3.1
!
interface Tunnel4
 ip address 20.5.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.4.1
!
interface Loopback1
 ip address 20.1.2.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1/0
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!
interface FastEthernet0/1/1
!
interface FastEthernet0/1/2
!
interface FastEthernet0/1/3
!
interface FastEthernet0/1/4
!
interface FastEthernet0/1/5
!
interface FastEthernet0/1/6
!
interface FastEthernet0/1/7
 switchport access vlan 500
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1/8
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan500
 ip address 192.168.60.52 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!
router eigrp 1
 network 20.1.2.0 0.0.0.255
 network 192.168.30.0
 network 192.168.40.0
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
 network 20.4.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.5.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 51
!
ip classless
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip pim rp-address 192.168.0.1
!
control-plane
!
voice-port 0/2/0
!
voice-port 0/2/1
!
line con 0
 transport output telnet
line aux 0
 transport output telnet
line vty 0 4
 exec-timeout 22 0
 privilege level 15
 login authentication local
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
!
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scheduler allocate 20000 1000
!
end

GW3 の設定

次に、GW3 の設定を示します。

version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname GW3
!
boot-start-marker
boot system flash 1244t.bin
boot-end-marker
!
! card type command needed for slot 1
! card type command needed for slot 1
logging buffered 51200 warnings
enable password cisco123
!
aaa new-model
!
aaa authentication login default local
!
aaa session-id common
!
monitor session 1 source interface Fa0/1/7
monitor session 1 destination interface Fa0/1/2
!
resource policy
!
network-clock-participate slot 1 
ip subnet-zero
!
!
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.105
ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
!
ip dhcp pool ipics-gw3
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   domain-name example.com
   dns-server 68.87.71.226 
   default-router 192.168.1.1 
   option 150 ip 192.168.0.50 
!
ip dhcp pool ipics-gw3-0
   network 192.168.0.0 255.255.255.0
   domain-name example.com
   dns-server 38.9.211.2 68.87.221.86 
   default-router 192.168.0.1 
   option 150 ip 192.168.0.50 
!
ip dhcp pool pool-gw3
!
ip dhcp pool ipics-gw3-100
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   network 192.168.100.0 255.255.255.0
   domain-name example.com
   dns-server 68.87.71.226 
   default-router 192.168.100.1 
   option 150 ip 192.168.0.50 
!
ip ftp username administrator
ip ftp password cisco
ip domain name cisco.com
ip multicast-routing 
ip ssh version 2
no ip igmp snooping
!
voice-card 0
 dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm
!
voice service voip 
 sip
  bind control source-interface Loopback0
  bind media source-interface Loopback0
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711ulaw
!
voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!         
username cisco privilege 15 secret 5 $1$ekF7$FbNJQY8sa228c7eX.YWSx/
username ipics privilege 15 password 0 cisco123
!
interface Loopback0
 ip address 192.168.200.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
!
interface Vif1
 ip address 192.168.200.5 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
!
interface FastEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip nat enable
 ip virtual-reassembly
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1/0
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/1
 switchport access vlan 100
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 duplex full
 speed 100
!
interface FastEthernet0/1/2
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/3
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/4
 switchport access vlan 400
!
interface FastEthernet0/1/5
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/6
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/7
 switchport access vlan 300
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1/8
 switchport access vlan 500
 switchport mode trunk
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan100
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Vlan200
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!
interface Vlan300
 ip address 192.168.50.53 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!
interface Vlan400
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
!         
interface Vlan500
 ip address 192.168.60.53 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
 network 30.1.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 51
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
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!
ip http server
ip http access-class 23
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip pim rp-address 192.168.0.1
ip rtcp report interval 5001 
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static 192.168.0.0 interface FastEthernet0/0
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!
control-plane
!
voice-port 0/2/0
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type 3
 signal lmr
 lmr e-lead voice
 lmr led-on
 no echo-cancel enable
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 10100
 description Dave-10100
!
voice-port 0/2/1
 auto-cut-through
 operation 4-wire
 type 3
 signal lmr
 lmr e-lead voice
 lmr led-on
 no echo-cancel enable
 timeouts call-disconnect 3
 timing hookflash-in 0
 timing hangover 80
 connection trunk 10200
 description Dave-10100
!
dial-peer voice 10100 voip
 description IPICS1-DP: 239.164.100.100
 destination-pattern 10100
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.164.100.100:21000
 codec g711ulaw
 vad aggressive
!
dial-peer voice 10200 voip
 description IPICS1-DP: 239.164.100.101
 destination-pattern 10200
 session protocol multicast
 session target ipv4:239.164.100.101:21000
 codec g711ulaw
 vad aggressive
!
gateway 
 timer receive-rtcp 5
 timer receive-rtp 1200
!
line con 0
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line aux 0
line vty 0 4
 access-class 23 in
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 access-class 23 in
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
end

RMS1 の設定

次に、RMS1 の設定を示します。

version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
!
hostname rms1
!
boot-start-marker
boot system flash 1244t.bin
boot-end-marker
!
card type t1 0 2
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret 5 $1$m5L1$cYpoel6MgIGxjChhVa5Tj/
!
aaa new-model
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
clock timezone PCTime -5
clock summer-time PCTime date Apr 6 2003 2:00 Oct 26 2003 2:00
no network-clock-participate slot 1 
network-clock-participate wic 2 
ip subnet-zero
no ip source-route
ip tcp synwait-time 10
!
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
ip dhcp excluded-address 192.168.0.50 192.168.0.254
!
ip dhcp pool IPICS-RMS1
   network 192.168.100.0 255.255.255.0
   domain-name example.com
   dns-server 39.9.211.2 204.127.198.19 
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   default-router 192.168.100.1 
   option 150 ip 192.168.0.50 
!
ip ftp username administrator
ip ftp password 7 05080F1C2243
no ip bootp server
ip domain name cisco.com
ip host appstest50 192.168.0.50
ip name-server 39.9.211.2
ip name-server 204.127.198.19
ip multicast-routing 
ip ssh time-out 100
ip ssh authentication-retries 2
!
voice-card 0
dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm
!
voice service voip 
 sip
  bind media source-interface Loopback3
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711ulaw
!
voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1491739863
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1491739863
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-1491739863
!
no spanning-tree vlan 1
username ipics privilege 15 secret 5 $1$rhC4$scpjqfhicEjHL7I48q8150
!
controller T1 0/2/0
 framing esf
 clock source internal
 linecode b8zs
 ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
 ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
 ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
 ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
 ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
 ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
 ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
 ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
 ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
 ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
 ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
 ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
 ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
 ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
 ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
 ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
 ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
 ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
 ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
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 ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
 ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
 ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
 ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
 ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
!
controller T1 0/2/1
 framing esf
 linecode b8zs
 ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
 ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
 ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
 ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
 ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
 ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
 ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
 ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
 ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
 ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
 ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
 ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
 ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
 ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
 ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
 ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
 ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
 ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
 ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
 ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
 ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
 ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
 ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
!
controller E1 1/0/0
!
controller E1 1/0/1
! 
interface Tunnel1
 ip address 20.2.1.2 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.1.1
!
interface Tunnel2
 no ip address
!
interface Tunnel3
 ip address 20.4.1.2 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.2.1
!
interface Loopback1
 ip address 20.1.3.1 255.255.255.0
!
interface Loopback3
 ip address 20.10.1.1 255.255.255.0
!
interface Vif1
 ip address 192.168.250.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
!
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interface FastEthernet0/0
 description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$$ES_LAN$$FW_INSIDE$
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 ip route-cache flow
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
 ip route-cache flow
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1/0
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/1
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/2
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/3
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/4
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/5
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/6
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/7
 switchport access vlan 100
 shutdown
!
interface FastEthernet0/1/8
 switchport access vlan 300
 no cdp enable
!
interface Vlan1
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
!
router eigrp 1
 network 20.1.3.0 0.0.0.255
 network 192.168.10.0
 network 192.168.40.0
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
 network 20.2.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.4.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.10.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 192.168.250.0 0.0.0.3 area 51
!
ip classless
!
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ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
ip pim rp-address 192.168.0.1
ip rtcp report interval 5001 
!
logging trap debugging
!
control-plane
!
dial-peer voice 555 voip
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 incoming called-number .
 no vad
!
gateway 
 timer receive-rtcp 5
 timer receive-rtp 1200
!
line con 0
 transport output telnet
line aux 0
transport output telnet
line vty 0 4
 privilege level 15
 login authentication local
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
end

RMS2 の設定

次に、RMS2 の設定を示します。

version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname rms2
!
boot-start-marker
boot system flash 1244t.bin
boot-end-marker
!
card type t1 0 2
!
aaa new-model
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
no network-clock-participate slot 1 
network-clock-participate wic 2 
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!
ip cef
!
ip domain name rms2.cisco.com
ip multicast-routing 
ip ssh version 2
!
voice-card 0
 dspfarm
!
voice-card 1
 dspfarm
!
voice service voip 
 sip
  bind media source-interface Loopback3
!
voice class codec 1
 codec preference 1 g729r8
 codec preference 2 g711ulaw
!
voice class permanent 1
 signal timing oos timeout disabled
 signal keepalive disabled
 signal sequence oos no-action
!
username ipics privilege 15 secret 5 $1$vrlI$wXX82ATUVJ5nvJrZxwEz/1
!
controller T1 0/2/0
 framing esf
 clock source internal
 linecode b8zs
 cablelength short 133
 ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
 ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
 ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
 ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
 ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
 ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
 ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
 ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
 ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
 ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
 ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
 ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
 ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
 ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
 ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
 ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
 ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
 ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
 ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
 ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
 ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
 ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
 ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
 ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
!
controller T1 0/2/1
 framing esf
 linecode b8zs
 cablelength short 133
 ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
 ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
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 ds0-group 2 timeslots 2 type e&m-lmr
 ds0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
 ds0-group 4 timeslots 4 type e&m-lmr
 ds0-group 5 timeslots 5 type e&m-lmr
 ds0-group 6 timeslots 6 type e&m-lmr
 ds0-group 7 timeslots 7 type e&m-lmr
 ds0-group 8 timeslots 8 type e&m-lmr
 ds0-group 9 timeslots 9 type e&m-lmr
 ds0-group 10 timeslots 10 type e&m-lmr
 ds0-group 11 timeslots 11 type e&m-lmr
 ds0-group 12 timeslots 12 type e&m-lmr
 ds0-group 13 timeslots 13 type e&m-lmr
 ds0-group 14 timeslots 14 type e&m-lmr
 ds0-group 15 timeslots 15 type e&m-lmr
 ds0-group 16 timeslots 16 type e&m-lmr
 ds0-group 17 timeslots 17 type e&m-lmr
 ds0-group 18 timeslots 18 type e&m-lmr
 ds0-group 19 timeslots 19 type e&m-lmr
 ds0-group 20 timeslots 20 type e&m-lmr
 ds0-group 21 timeslots 21 type e&m-lmr
 ds0-group 22 timeslots 22 type e&m-lmr
 ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr
!
interface Tunnel2
 ip address 20.3.1.2 255.255.255.0
keepalive 7 3
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.1.1
!
interface Tunnel3
 no ip address
!
interface Tunnel4
 ip address 20.5.1.2 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 20.1.2.1
!
interface Loopback1
 ip address 20.1.4.1 255.255.255.0
!
interface Loopback3
 ip address 20.10.1.1 255.255.255.0
!
interface Vif1
 ip address 192.168.250.5 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
 ip route-cache flow
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 ip route-cache flow
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1/0
!
interface FastEthernet0/1/1
!
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interface FastEthernet0/1/2
!
interface FastEthernet0/1/3
!
interface FastEthernet0/1/4
!
interface FastEthernet0/1/5
!
interface FastEthernet0/1/6
!
interface FastEthernet0/1/7
 switchport access vlan 100
!
interface FastEthernet0/1/8
 switchport access vlan 300
!
interface Vlan1
 no ip address
!
router eigrp 1
 network 20.1.4.0 0.0.0.255
 network 192.168.20.0
 network 192.168.30.0
 no auto-summary
!
router ospf 51
 log-adjacency-changes
 network 20.3.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.5.1.0 0.0.0.255 area 51
 network 20.10.1.0 0.0.0.255 area 51
network 192.168.250.4 0.0.0.3 area 51
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip pim rp-address 192.168.0.1
ip rtcp report interval 5001 
!
control-plane
!
dial-peer voice 555 voip
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 incoming called-number .
 no vad
!
gateway 
 timer receive-rtcp 5
 timer receive-rtp 1200
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 privilege level 15
 transport input ssh
line vty 5 15
 privilege level 15
 transport input telnet ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
webvpn context Default_context
 ssl authenticate verify all
 !
4-31
Cisco IPICS Release 4.0(2) 用のソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

OL-24067-01-J



 

第 4 章      Cisco IPICS インフラストラクチャの考慮事項

ハイ アベイラビリティの考慮事項
 no inservice
!
!
end

ハイ アベイラビリティの考慮事項
Cisco PICS の High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）機能によって、プライマリ 
Cisco IPICS サーバに障害が発生した場合、またはネットワーク接続が失われた場合に、継続してサー

ビスが提供されます。HA の配置では、バックアップ サーバは部分的にホット スタンバイ モードで動

作するため、プライマリ サーバに障害が発生した場合、多少の中断が生じます。障害が発生したサー

バが復元したときに、自動フェールバックは実行されません。

HA の配置では、Cisco IPICS サーバの 1 台が、常にアクティブ ロールを割り当てられ、すべてのシス

テム コンポーネント（RCS、RMS コンポーネント、DMS、LMRG、無線、GUI ユーザ、IDC ユー

ザ、ダイヤルイン接続とダイヤルアウト接続、およびポリシーなど）を制御します。他のサーバは、ス

タンバイの役割を割り当てられ、ほとんどの Cisco IPICS プロセスはそのサーバで初期化されます。ス

タンバイ サーバは、アクティブ サーバからデータベースおよびその他の状態の変更を複製します。こ

の方法により、スタンバイ サーバでは、アクティブ サーバの障害後 5 分以内に、システムの制御を引

き受ける準備が整います。

プライマリ IPICS サーバに障害が発生した場合、ユーザと機能は、次のような影響を受けます。

• IDC ユーザは、中断のないサービスを受けます。

• Cisco IPICS 管理コンソールにアクセスしているユーザと Cisco Unified IP Phone ユーザは、バッ

クアップ サーバに手動で再接続する必要があります。

• ダイヤルイン ユーザはドロップされ、Cisco IPICS はこれらのユーザに自動的にコール バックし

ません。ユーザは、比較的短い時間が経過した後に、システムにコール バックできます。

• Cisco IPICS ディスパッチャ（ダイヤルアウト ユーザ）によって招待された結果として、VTG に
参加しているユーザはドロップされます。ディスパッチャは、フェールオーバー後にこれらのユー

ザを再び招待できます。

• 実行中の一括通知とポリシーはドロップされ、手動で再開する必要があります。この状況により、

ユーザは重複する通知を受信することがあります。

HA ペアは、次のように確立されます。

1. HA セットアップの直後に、Cisco IPICS サーバは、初期データベース レプリケーションが完了す

るまでロックされます。初期レプリケーション後に、サーバは、起動中にレプリケーションの完了

を待機しません。

2. Tomcat サーバが初期化されます。

3. サービス Bean、サーブレット、Web サービスが 初期化されます。

4. Cisco IPICS サーバは、RMS でホストされているアクティブな VTG 接続または SIP 接続に対し

て、RMS を再プログラムします。配置の際に DS0 および RMS のコンポーネントが多いほど、こ

のプロセスには長い時間がかかります。これにより、アクティブ状態に移るために必要な時間が増

大します。

HA の設定と、さまざまなシナリオの管理に関する理解など、HA の詳細については、『Cisco IPICS 
Server Administration Guide for Release 4.0(2)』の「Configuring and Managing Cisco IPICS High 
Availability」の章を参照してください。
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Node Manager

Node Manager プロセスは、重要な Cisco IPICS サブシステムの状態をモニタします。Cisco IPICS 
サーバは、起動したときに、スタンバイ モードになり、Node Manager から GOACTIVE メッセージを

受信するまでこのモードにとどまります。次に、サーバは初期化を継続し、アクティブ状態に移りま

す。

HA が設定されている場合、1 台のサーバだけが一度にアクティブ状態になります。Node Manager は、

アクティブ状態を引き受けるサーバを選択します。サーバの起動に関する問題を診断する場合は、

/opt/cisco/nodemanager/log/nm.log ファイルを参照してください。このファイルには、障害が発生した

サービスの名前が記載されています。

（注） Node Manager は、HA を使用しない配置にも関係します。重要なサービスがハートビート テストに合

格しない場合、Node Manager はそのサービスを自動的に再開します。

データベースのレプリケーション

データベースのレプリケーション プロセスは、Tomcat プロセスとは独立しており、バックグラウンド

で常に実行されます。データベースがアクティブ サーバとスタンバイ サーバの両方で実行されている

限り、サーバは相互に接続でき、データベースの変更を双方向に複製できます。

初めて HA を設定する場合は、セカンダリ サーバにいかなるデータも格納しないことを推奨します。

格納した場合、一意の名前が衝突し、レプリケーションが妨げられることがあります。

SSH 公開キーと TLS 証明書

Cisco IPICS のアクティブ サーバとスタンバイ サーバは、SSH と TLS を使用して、相互間で安全に通

信します。HA の設定プロセス中に、両方のサーバは、SSH および TLS の証明書および公開キーを自

動的に交換して、信頼を確立します。

SSH 公開キーを交換することにより、Cisco IPICS のアクティブ サーバとスタンバイ サーバは、

（ipicsadmin として）SSH を通じて相互にログインし、さまざまな自動タスクを実行できます。HA ペ
アの確立中に、アクティブ サーバはそのサーバ自体を設定し、その SSH 公開キーをスタンバイ サーバ

にダウンロードしてから、スタンバイ サーバを設定するスタンバイ サーバ上のシェル スクリプトを呼

び出します。スタンバイ サーバは、アクティブ サーバ上で同じ処理を実行します。SSH 信頼は、HA 
が適切に動作するために不可欠です。

アクティブ サーバとスタンバイ サーバの配置

HA の配置では、次のことを推奨します。

• 同じ LAN の異なるサブネットに、アクティブ サーバとスタンバイ サーバを配置します。この方式

は、サーバ間で利用できる帯域幅を大きくし、同期を比較的短時間で実行するために役立ちます。

• Cisco IPICS 設定情報とデータベースの同期用の帯域幅を確保するために、プライマリ サーバとア

クティブ サーバの間で、 低でも T1 回線（1.54 Mbps）を使用します。

• 地理的に分散したアクティブ サーバとスタンバイ サーバの設定が必要な場合は、サーバ間に 低

でも T1 の帯域幅を確保します。インシデントに関して大量のビデオ ファイルを共有する場合は、

さらに多くの帯域幅が必要になることがあります。
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• アクティブ サーバとスタンバイ サーバでは、同じハードウェア モデルを使用します。同じハード

ウェア モデルを使用しない場合は、次のペアを使用できます。

– CPS-MSP-1RU と MCS 7825-H3 または MCS 7825-I3

– CPS-MSP-2RU と MCS 7845-H2

• アクティブ サーバとスタンバイ サーバのディスク容量が異なる場合、データ レプリケーションま

たはフェールオーバーが発生したときに、一部のデータが失われるおそれがあることに注意してく

ださい。

IDC に対する HA の考慮事項

IDC は、ログイン中に Cisco IPICS のアクティブ サーバからスタンバイ サーバの IP アドレスを取得し

ます。IDC が現在の IPICS サーバとの接続が失われたことを検出した場合、IDC は他の IPICS サーバ

への接続を試みます。そのサーバがスタンバイ モードである場合、接続試行は、そのサーバから応答

が得られずに、失敗します。そのサーバがアクティブ モードである場合、ログインは通常どおり実行

されます。IDC がいかなる IPICS サーバにも接続できない場合、IDC はオフライン モードで実行され

ます。

詳細については、リリース 4.0(2) の『IPICS Dispatch Console User Guide』を参照してください。

Quality of Service
Cisco IPICS の配置で、トール品質の VoIP QoS を提供できるように、複数の QoS 機能を有効にする必

要があります。この項では、Point-to-Point Protocol（PPP; ポイントツーポイント プロトコル）および

フレーム リレー WAN トポロジと、LAN メディアでの配置に対するこれらの機能の概要について説明

します。

この項では、次の項目について説明します。

• 「QoS の概要」（P.4-34）

• 「Cisco IOS のキューイング技術」（P.4-35）

• 「フレーム リレーでの QoS」（P.4-37）

• 「ポイントツーポイント接続での QoS」（P.4-45）

• 「LAN の QoS」（P.4-46）

• 「WAN エッジの QoS」（P.4-46）

• 「ポリシング」（P.4-46）

• 「キューイング」（P.4-47）

• 「信頼境界」（P.4-47）

QoS の概要

QoS によって、一貫した音声遅延と 低限のパケット損失が実現されます。次の推奨事項は、キャン

パス LAN および WAN 環境の QoS に適用されます。

• Expedited Forwarding（EF; 緊急転送）または IP precedence 5 として音声 RTP ストリームを分類

し、すべてのネットワーク要素のプライオリティ キューに配置します。
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• Assured Forwarding（AF; 確認転送）31 または IP precedence 3 として音声制御トラフィックを分

類し、すべてのネットワーク要素の 2 番目のキューに配置します。

Cisco IPICS のようなリアルタイム アプリケーションを配置するために VoIP ネットワークを設計する

場合は、音質に影響を及ぼすことがある次のような問題を考慮に入れます。

• パケット損失：音声のクリッピングとスキップの原因となります。DSP で使用される業界標準

コーデック アルゴリズムは、 大 30 ミリ秒の音声損失を補正できます。Cisco VoIP テクノロジー

では、VoIP パケットあたり 20 ミリ秒サンプルの音声ペイロードが使用されます。したがって、

コーデックの補正アルゴリズムを効果的にするために、いかなるときにも 1 パケットを超える損失

が生じてはいけません。パケット損失は、パケットを再送信するように設計されていないリアルタ

イム アプリケーションでは、重大な問題となることがあります。

• 遅延：エンドツーエンドの音声遅延または遅延が変動する場合のパケット損失のいずれかにより、

音質の低下が生じます。バースト データ環境でのキュー遅延など、遅延が変動する場合は、受信

側でジッタ バッファ オーバーランが生じるリスクがあります。長い遅延によって、バッファの

オーバーフローおよびアンダーフローと、人間同士の対話中に不自然な休止が生じることがありま

す。Cisco IPICS は PTT サービスをサポートしているため、International Telecommunication 
Union（ITU; 国際電気通信連合）G.114 仕様で推奨されている 150 ミリ秒の一般的な単方向データ

遅延要件は、直接適用されません。PTT ユーザは、無線プロトコルについて認識しているため、

より妥当な遅延は、ITU G.173 仕様に概要が示されている 400 ミリ秒です。

• ジッタ：変動する遅延。ある程度の遅延は受入可能であるが、変化し続ける遅延は、一貫していな

い非効率的な DSP バッファリングの原因となることがあります。また、これは一貫していない音

質の原因となることもあります。

• VoIP トラフィックに優先順位を付ける機能： IP RTP プライオリティおよび 低遅延キューイングな

ど、Cisco IOS で利用できるキューイング技術を使用します。

• LAN または WAN ネットワークに対して VoIP トラフィックを 適にする機能：小さな VoIP パ
ケットが、大きなデータ パケットよりも遅延しないようにします（シリアライゼーションと呼ば

れるイベント）。

少ない遅延、制限されたジッタ、および制限されたパケット損失を実現するようにネットワークを設計

し、構築した場合、Cisco IPICS ソリューションなどのリアルタイム アプリケーションは、正常に動作

させることができます。

Cisco IOS のキューイング技術

Cisco IOS は、さまざまな QoS 機能を備えています。次の機能は、Cisco IPICS の配置のために特に役

立ちます。

• 「IP RTP プライオリティ」（P.4-35）

• 「低遅延キューイング」（P.4-36）

IP RTP プライオリティの詳細については、次の URL で入手できる『Cisco IOS Quality of Service 
Solutions Configuration Guide』の「Congestion Management Overview」の章を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list
.html

IP RTP プライオリティ

IP RTP プライオリティは、ポイントツーポイント リンクとフレーム リレー PVC に適用できます。こ

れにより、Cisco IPICS パケットのために常に利用できる固定量の帯域幅（KB 単位）をプロビジョニ

ングできます。ネットワーク内に Cisco IPICS パケットが存在しない場合（つまり、誰も通話していな

い場合）、その帯域幅は他のデータ アプリケーションで利用できます。この定義済みの帯域幅の量は、
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Weighted-Fair Queuing（WFQ; 均等化キューイング）の構造全体の中で、ストリクト プライオリティ 
キューとして提供されます。このプライオリティ キューへの配置基準は、IP パケットを送信するため

に Cisco IPICS によって使用されている UDP ポートの範囲です。

Cisco IPICS では、VoIP ダイヤル ピアで選択した UDP ポートが使用され、さらに次のポートが順番に

使用されます。ポートは、21000 ～ 65534 の範囲になることがあります。 初のポートは、この範囲

内の偶数にする必要があります。

次の例では、VoIP ダイヤルピアで定義された UDP ポート（24100）を示しているため、IP RTP プラ

イオリティの範囲は 24100 ～ 24101 です。

dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 1111
session protocol multicast
codec g711ulaw
session target ipv4:239.10.0.100:24100
!
interface serial 0/0
ip address 10.1.1.1
ip rtp priority 24100 2 64

低遅延キューイング

Low-Latency Queuing（LLQ; 低遅延キューイング）は、ポイントツーポイント リンクとフレーム リ
レー PVC に適用されます。LLQ は、IP RTP プライオリティと同様にストリクト プライオリティ 
キューを作成しますが、LLQ は、Class-Based Weighted Fair Queueing（CBWFQ）内のサービスクラ

スとして、ストリクト プライオリティ キューを適用します。これは固定割り当ての機能ですが、動的

に使用される点でも、IP RTP プライオリティに似ています。

IP RTP プライオリティと LLQ の主な違いは、LLQ では、プライオリティ キューへの配置基準として 
Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を使用できることです。この機能によっ

て、プライオリティ キューへの配置を許可するトラフィックのタイプを柔軟に決定できます。

次の例では、LLQ を使用して、Cisco IPICS トラフィックのプライオリティを決定する方法を示しま

す。

access-list102 permit udp host 10.1.1.1 host 239.10.0.100 range 24100 24101
!
class-map voice
match access-group 102
!
policy-map policy1
class voice
priority 50
!
multilink virtual-template 1
!
interface virtual-template 1
ip address 172.17.254.161 255.255.255.248
no ip directed-broadcast
no ip mroute-cache
service-policy output policy1
ppp multilink
ppp multilink fragment-delay 20
ppp multilink interleave
!
interface serial 2/0
bandwidth 256
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
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no fair-queue
clockrate 256000
ppp multilink
multilink-group 1

フレーム リレーでの QoS
フレーム リレー ネットワークに Cisco IPICS を配置する場合、フレーム リレーは本来 QoS を提供しな

いことに注意してください。フレーム リレーは、ベスト エフォート型のサービスであり、フレーム リ
レー クラウドでのパケット損失のために発生する再送信を処理することは、上位レイヤ アプリケー

ションに求められます。

一般に、フレーム リレーには、次のパラメータがあります。

• Committed Information Rate（CIR; 認定情報レート）：フレーム リレー 通信事業者が、特定の 
PVC に対して常に利用できることを保証する帯域幅の量。通信事業者は、CIR を超えて送信され

るパケットに対していかなる保証も行いません。

• バースト：フレーム リレー通信事業者が、特定の PVC で送信を許可するデータの 大量。

フレーム サービスを通じて QoS を提供するために、通信事業者は、過剰プロビジョニング帯域幅と呼

ばれる技術を使用します。この技術によって、通信事業者は、特定の時間に提供できる量を超える帯域

幅を販売します。すべてのフレーム リレー顧客が一度にすべての利用可能な帯域幅を必要とすること

はないため、この技術が実現されます。

また、一部のフレーム リレー通信事業者は、常に利用可能で、いかなる顧客のパケットもドロップし

ないフレーム リレー ネットワークを保証しています。

フレーム リレー通信事業者は、次のようなさまざまな方法を採用して、CIR + バースト サービスを提

供しています。

• パケットに Discard Eligible（DE; 廃棄適性）のマークを付けるか、パケットをドロップする：

VoIP などのリアルタイム アプリケーションは、転送のために UDP を使用するため、パケットを

再送信するメカニズムがありません。ユーザは、文章内でドロップされた単語を後で聞くことを求

めないため、この状況は、VoIP では問題になりません。リアルタイム VoIP アプリケーションで

は、一般に、パケット損失は受け入れられません。これは、オーディオの途切れや音声の歪みの原

因となることがあるためです。

• CIR を超えるすべてのパケットのバッファリング：パケット損失はなくなりますが、フレーム リ
レーが空のバッファを切り替える深度またはレートのために、ジッタと遅延が生じることがありま

す。

表 4-5 に、フレーム リレーを使用してネットワークに Cisco IPICS を配置する場合の、主要な推奨事

項の概要を示します。

表 4-5 フレーム リレーを使用して Cisco IPICS を配置する場合の推奨事項  

推奨事項 手法 コメント

Cisco IPICS ネットワークでパケット損

失またはジッタが生じることを防ぐた

めに、CIR を超えるトラフィックが、

フレーム リレー ネットワークに送信さ

れないようにします。

Cisco IOS Frame Relay Traffic Shaping
（FRTS; フレーム リレー トラフィック 
シェーピング）機能を使用します

CIR を超えるトラフィックが送信され

ないように、ルータが PVC ごとにトラ

フィックをポリシングできるようにし

ます。
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例

次の特性を持つ Cisco IPICS フレーム リレー ネットワークがあるとします。

• 3 台のルータが、64 KB フレーム リレー PVC を通じてハブ アンド スポーク トポロジで接続され、

ルータ 1 がハブになっている。

• すべてのルータは、CIR に合わせて WAN 上のデータおよび音声のトラフィック シェーピングを

実行するように設定され、すべてのルータは、Cisco IPICS パケットに対して QoS を保証するため

に IP RTP プライオリティを使用している。

• シリアル インターフェイスで、フレーム リレーのブロードキャスト キューが有効になっている。

• 1 つの Cisco IPICS チャネルが設定されている。

ブロードキャスト キューの深度はデフォルトで 40 パケットだけであり、Cisco IPICS コンポーネント

（IDC、Cisco Unified IP Phone、RMS）は、50 パケット /秒でパケットを送信するため、ブロード

キャスト キューは、音声パケットのドロップを防止し、音質を維持するために設定する必要がありま

す。ブロードキャスト キューに対して推奨する設定は、64 8000 25（64 キュー サイズ、8,000 バイト /
秒（64,000 bps）、および 25 パケット /秒）です。

フレーム リレー環境では、WAN リン

クを通じて送信されるパケットが、

Committed Information Rate（CIR; 認
定情報レート）を超えないようにしま

す。

フレーム ネットワークで、FRF.12 機能

を有効にします。

FRF.12 は、Open Systems 
Interconnection（OSI）モデルのレイヤ 
2 で、フレーム リレー ネットワーク上

のパケットをフラグメント化し、再び

組み立てる方法を指定する 
Frame-Relay-Forum の実装合意です。

大きなデータ パケットをフラグメント

化することによって、比較的小さい 
Cisco IPICS パケットは遅延せず、シリ

アライゼーションは行われません。こ

れは、Cisco IPICS パケットの遅延また

はジッタをなくすために役立ちます。

フラグメンテーションと再組み立ては 
OSI モデルのレイヤ 2 で実行されるた

め、フラグメンテーションを処理しな

い上位レイヤ プロトコル（IPX または 
Appletalk または IP with DNF ビット 
セットなど）に悪影響を与えません。

Cisco IPICS パケットにストリクト プ
ライオリティを適用するキューイング

技術を実装します。

Low-Latency Queuing（LLQ; 低遅延

キューイング）などの技術を使用しま

す。

LLQ 機能は、Class-Based Weighted 
Fair Queuing（CBWFQ; クラスベース

均等化キューイング）方式に、厳格な

プライオリティ キューイングを提供し

ます。厳格なプライオリティ キューイ

ングによって、音声などの遅延の影響

を受けやすいデータをキューから取り

出し、先に（他のパケットをキューか

ら取り出す前に）送信できます。これ

により、遅延の影響を受けやすいデー

タは、他のトラフィックよりも優先的

に処理されます。

表 4-5 フレーム リレーを使用して Cisco IPICS を配置する場合の推奨事項（続き） 

推奨事項 手法 コメント
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フレーム リレーのブロードキャスト キュー

ブロードキャスト キューは、ルーティングと Service Access Point（SAP; サービス アクセス ポイン

ト）ブロードキャストを、フレーム リレー ネットワークを通じて転送する必要がある中規模および大

規模の IP または IPX ネットワークで使用される機能です。ブロードキャスト キューは、通常のイン

ターフェイス キューとは独立に管理され、独自のバッファを備え、サイズとデータ レートを設定でき

ます。

ブロードキャスト キューを有効にするには、次のインターフェイス コマンドを使用します。

frame-relay broadcast-queue size byte-rate packet-rate

ブロードキャスト キューには、 大送信レート（スループット）制限が適用されます。これは、バイ

ト /秒とパケット /秒で測定されます。このキューは、この 大レートだけが提供されるように動作し

ます。設定した 大レートよりも低いレートで送信する場合、ブロードキャスト キューにはプライオ

リティが適用されるため、保証された 低帯域幅が割り当てられます。2 つの送信レート制限は、ブ

ロードキャストによるインターフェイスのフラッディングを防止することを目的としています。特定の

時間における実際の制限は、 初に到達するレート制限です。送信レートの制限を考慮に入れて、ブ

ロードキャスト パケットを格納するために追加のバッファ リングが必要です。

ブロードキャスト キューは、多数のブロードキャスト パケットを格納するように設定できます。ブ

ロードキャスト ルーティング アップデート パケットの損失を防止する値に、キューのサイズを設定す

る必要があります。正確なサイズは、使用しているプロトコルと、各アップデートに必要なパケット数

によって異なります。安全のために、キュー サイズは、各プロトコルからの 1 回のルーティング アッ

プデート全体と、各 Data-Link Connection Identifier（DLCI; データ リンク接続識別子）に対する 1 回
のルーティング アップデート全体を格納できるように設定する必要があります。一般に、初めは DLCI 
あたり 20 パケットに設定します。バイト レートは、次のどちらよりも低くする必要があります。

• 低リモート アクセス レート（バイト /秒単位で測定）の n/4 倍。ここで、n は、ブロードキャス

トを複製する必要がある DLCI の数です。

• ローカル アクセス レート（バイト /秒単位で測定）の 1/4。

バイト レートを控え目に設定した場合、パケット レートは重要ではありません。一般に、パケット 
レートは 250 バイトのパケットを想定して、設定する必要があります。frame-relay broadcast-queue 
コマンドのデフォルトは、次のとおりです。

• サイズ：64 パケット

• バイト レート：256000 バイト /秒

• パケット レート：36 パケット /秒

次の設定は、Ear and Mouth（E&M）ポートとのフレーム リレー接続の例です。

Router-1 (Hub Router)

hostname FR-1
!
ip multicast-routing
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action

!
interface Vif1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
router rip
network 1.1.1.0
network 5.5.5.0
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network 5.5.6.0
!
interface Serial0/0
no frame-relay broadcast-queue
encapsulation frame-relay
frame-relay traffic-shaping
frame-relay broadcast-queue 64 8000 250
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay class ipics
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay ip rtp header-compression
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
ip address 5.5.6.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay class ipics
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay ip rtp header-compression
!
map-class frame-relay ipics
frame-relay cir 128000
frame-relay bc 1280
frame-relay mincir 128000
no frame-relay adaptive-shaping
frame-relay fair-queue
frame-relay fragment 160
frame-relay ip rtp priority 16384 16384 128
!
voice-port 1/0/0
connection trunk 111
operation 4-wire

!
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 111
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.111.0.0:21000
ip precedence 5

!

Router-2 (Spoke Router)

hostname FR-2
!
ip multicast-routing
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action

!
interface Vif1
ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
router rip
network 1.1.2.0
network 5.5.5.0
!
interface Serial0/0
no frame-relay broadcast-queue
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encapsulation frame-relay
frame-relay traffic-shaping
frame-relay broadcast-queue 64 8000 250
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
ip address 5.5.5.2 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay class ipics
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay ip rtp header-compression
!
map-class frame-relay ipics
frame-relay cir 128000
frame-relay bc 1280
frame-relay mincir 128000
no frame-relay adaptive-shaping
frame-relay fair-queue
frame-relay fragment 160
frame-relay ip rtp priority 16384 16384 128
!
voice-port 1/0/0
connection trunk 111
operation 4-wire

!
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 111
voice class permanent 1
session protocol multicast
session target ipv4:239.111.0.0:21000
ip precedence 5

!

Router-3 (Spoke Router)

hostname FR-3
!
ip multicast-routing
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action

!
interface Vif1
ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
router rip
network 1.1.3.0
network 5.5.6.0
!
interface Serial0/0
no frame-relay broadcast-queue
encapsulation frame-relay
frame-relay traffic-shaping
frame-relay broadcast-queue 64 8000 250
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
ip address 5.5.6.2 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay class ipics
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay ip rtp header-compression
!
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map-class frame-relay ipics
frame-relay cir 128000
frame-relay bc 1280
frame-relay mincir 128000
no frame-relay adaptive-shaping
frame-relay fair-queue
frame-relay fragment 160
frame-relay ip rtp priority 16384 16384 128
!
voice-port 1/0/0
!connection trunk 111
!operation 4-wire
!
dial-peer voice 1 voip
!destination-pattern 111
!voice class permanent 1
!session protocol multicast
!session target ipv4:239.111.0.0:21000
!ip precedence 5
!
end

双方向 PIM マルチキャストでの設定

チャネル トラフィック専用の PVC とデータ トラフィック専用の PVC の 2 つが使用される場合、双方

向 PIM マルチキャストの方が、単方向マルチキャストよりも望ましくなります。これは、マルチキャ

スト トラフィックをルーティングするために、ルータで必要な ip mroute エントリの数を減らすため

に役立ちます。双方向 PIM では、Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）として機能するネッ

トワーク内の 1 台のルータが必要です。

次の設定例で、RP は、ルータ 1 のループバック インターフェイスです（RP は、到達可能である限り、

ネットワーク内の任意のルータ上のインターフェイスにすることができます）。

Router-1 (RP node)

hostname bidir-rp
!
ip multicast-routing
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action

!
voice class permanent 2
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action]

!
interface Loopback1
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
interface Vif1
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
load-interval 30
!
router rip
network 10.1.2.0
network 10.100.0.0
network 10.101.0.0
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!
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
load-interval 30
no fair-queue
frame-relay traffic-shaping
frame-relay lmi-type cisco
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
description channel pvc
bandwidth 256
ip address 10.100.100.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay interface-dlci 100
class channel
!
interface Serial0/0.2 point-to-point
description data pvc
ip address 10.101.101.1 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 200
class data
!
ip classless
ip pim bidir-enable
ip pim rp-address 10.10.2.1 10 override bidir
!
map-class frame-relay channel
frame-relay cir 128000
frame-relay bc 1000
frame-relay be 0
no frame-relay adaptive-shaping
!
map-class frame-relay data
frame-relay cir 768000
frame-relay mincir 128000
frame-relay adaptive-shaping becn
!
voice-port 1/0/0
voice class permanent 1
timeouts wait-release 3
timing dialout-delay 70
connection trunk 111
operation 4-wire
signal lmr

!
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 111
session protocol multicast
session target ipv4:239.111.0.0:21000
ip precedence 5
!
end

Router-2 (non-RP node)

hostname bidir-2
!
ip multicast-routing
!
voice class permanent 1
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action
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!
voice class permanent 2
signal timing oos timeout disabled
signal keepalive disabled
signal sequence oos no-action

!
interface Loopback1
ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
!
interface Vif1
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
load-interval 30
!
router rip
network 10.1.3.0
network 10.100.0.0
network 10.101.0.0
!
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay IETF
load-interval 30
no fair-queue
frame-relay traffic-shaping
frame-relay lmi-type cisco
!
interface Serial0/0.1 point-to-point
description channel pvc
bandwidth 256
ip address 10.100.100.2 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
frame-relay interface-dlci 100
class channel
!
interface Serial0/0.2 point-to-point
description data pvc
ip address 10.101.101.2 255.255.255.0
frame-relay interface-dlci 200
class data
!
ip classless
ip route 10.10.2.1 255.255.255.255 Serial0/0.1
ip pim bidir-enable
ip pim rp-address 10.10.2.1 10 bidir
!
map-class frame-relay channel
frame-relay cir 128000
frame-relay bc 1000
frame-relay be 0
no frame-relay adaptive-shaping
!
map-class frame-relay data
frame-relay cir 768000
frame-relay mincir 128000
frame-relay adaptive-shaping becn
!
voice-port 1/0/0
voice class permanent 1
playout-delay nominal 100
playout-delay minimum high
playout-delay mode adaptive
playout-delay maximum 250
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timeouts wait-release 3
timing dialout-delay 70
connection trunk 111
operation 4-wire
signal lmr

!
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 111
session protocol multicast
session target ipv4:239.111.0.0:21000
ip precedence 5

ポイントツーポイント接続での QoS
この項では、次のいずれかのカプセル化を含むポイント ツーポイント接続がある WAN について説明

します。

• Point-to-Point Protocol（PPP; ポイントツーポイント プロトコル）

• Multilink Point-to-Point Protocol（MLPPP; マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル）

• High-Level Data Link Control（HDLC; ハイレベル データ リンク 制御）

保証帯域幅は、ポイントツーポイント（または専用）回線では問題になりませんが、これらの状況では

接続速度とキューイングを考慮に入れる必要があります。「フレーム リレーでの QoS」（P.4-37）で説

明したように、768 KB 未満のリンクでは、比較的大きなデータ パケットは、シリアライゼーションを

防ぐためにフラグメント化する必要があります。また、IP RTP プライオリティまたは低遅延キューリ

ングなど、Cisco IPICS パケットにストリクト プライオリティを提供するキューイング技術を使用する

必要があります。

「フレーム リレーでの QoS」（P.4-37）で説明した FRF.12 のフラグ メンテーションと再組み立ての技

術は、ポイントツーポイント リンクには適用されません。768 KB 未満のポイントツーポイント リンク

では、カプセル化のために Multilink PPP（MLPPP; マルチリンク PPP）を使用します。MLPPP は、

Link Fragmentation and Interleaving（LFI）と呼ばれる機能を提供します。LFI は、レイヤ 2 でフラグ

メンテーションを処理するという点で、FRF.12 に動作が似ています。

LFI は、768k を超えるリンク速度のネットワークでは必要ありません。これは、1,500 バイトのパケッ

トによって、約 10 ミリ秒を超える転送遅延は生じないためです。この遅延は、ほとんどの遅延バ

ジェットで受入可能であるはずです。したがって、これらのネットワークでは、HDLC または PPP の
カプセル化は受入可能です。

次の例では、LFI を伴う MLPPP の設定を示します。

interface Serial0
bandwidth 64
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
no fair-queue
ppp multilink
multilink-group 1
!
interface Multilink 1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
no ip directed-broadcast
no ip route-cache
ip rtp header-compression iphc-format
ip tcp header-compression iphc-format
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no ip mroute-cache
fair-queue 64 256 1000
ppp multilink
ppp multilink fragment-delay 10
ppp multilink interleave
multilink-group 1
ip rtp priority 16384 16383 30
!

LAN の QoS
LAN に QoS を配置する場合、それぞれの送信元にできる限り近くアプリケーションを分類し、マーク

します。たとえば、マルチキャストを通じて Cisco IPICS サーバに接続する IDC 用の Cisco Catalyst ス
イッチまたは Cisco Unified IP Phone に、QoS を実装します。LMR では、無線に接続する E&M ポー

トに対して設定されるダイヤル ピアで、QoS を実装します。

アプリケーションを分類し、マークするには、次の推奨事項に従ってください。

• できる限り、Differentiated Services Code Point（DSCP）マーキングを使用します。

• 相互運用性を確保し、今後の拡張に備えるために、規格に基づく DSCP Per-Hop Behaviors
（PHB）に従います。次のような規格があります。

– RFC 2474『Class Selector Codepoints』

–  RFC 2597『Assured Forwarding Classes』

–  RFC 3246『Expedited Forwarding』

（注） SIP ベースの IDC は、音声 VLAN ではなく、データ Virtual LAN（VLAN; 仮想 LAN）内にあるため、

Cisco IPICS によって、IDC に対する QoS 設定は RMS に自動的にプッシュされます。

WAN エッジの QoS
QoS 設定が次のホップ ルータに転送されるように、QoS は WAN エッジで設定する必要があります。

WAN エッジで QoS を設定する場合は、次の推奨事項に従ってください。

• 合計した WAN 回線レートが 100 Mbps を大幅に下回っている場合は、Cisco Catalyst スイッチで

出力シェーピングを有効にします（サポートされている場合）。

• 合計した WAN 回線レートが 100 Mbps を大幅に下回り、Cisco Catalyst スイッチがシェーピング

をサポートしていない場合は、出力ポリシングを有効にします（サポートされている場合）。

ポリシング

ポリシングは、割り当てられた帯域幅を超える特定のクラスのトラフィックが、Discard Eligible（DE; 
廃棄適性）としてマークされるか、ドロップされるように設定します。これによって、DoS 攻撃やウ

イルス攻撃を防止します。ポリシングを設定する場合は、次の推奨事項に従ってください。

• できる限り送信元に近い位置で、トラフィック フローをポリシングします。

• サポートされている場合は常に、規格に基づくルールに従って、マークダウンを実行します。

• RFC 2597 では、確認転送トラフィック クラスをマークダウンする方法が規定されています

（AF11 > AF12 > AF13）。出力キューで DSCP ベースの WRED がサポートされている場合は、こ

の仕様に従う必要があります。
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• Cisco Catalyst プラットフォームでは、DSCP ベースの WRED はサポートされていません。実行

可能な代替手段としては Scavenger Class の再マーキングがあります。

• AF 以外のクラスには、規格で定義されたマークダウン方式がありません。したがって、

Scavenger Class の再マーキングが、実行可能なオプションです。

• （95% の信頼間隔内で）何が「通常」または「異常」なフローに当たるかを判断するために、アプ

リケーションのプロファイルを作成します。

• キャンパス アクセス エッジ ポリシングを配置し、Scavenger に対して異常なトラフィックを再

マーキングします。

• ユーザごとのマイクロフロー ポリシングを通じて、配信レイヤで 2 番目の防衛線を配備します。

• エンドツーエンドの「ベスト エフォート未満」の Scavenger Class キューイング ポリシーをプロビ

ジョニングします。

キューイング

キューイングとは、トラフィックが WAN で割り当てられた帯域幅をオーバーフローしないように、ト

ラフィックをバッファリングする方法です。サービス保証を提供するために、輻輳の可能性があるすべ

てのノードでキューイングを有効にします。

キューイングを有効にする場合は、次の推奨事項に従ってください。

• デフォルトのベストエフォート クラスに対してリンクの帯域幅の 低 25% を予約します。

• ストリクト プライオリティ キューイングの量を、リンクの容量の 33% に制限します。

• Scavenger キューイング クラスを有効にするたびに、 低量の帯域幅をそのクラスに割り当てま

す。

• 一貫した Per-Hop Behavior（PHB）を確保するために、プラットフォーム機能に従って、キャン

パス、WAN、および VPN で、一貫したキューイング ポリシーを設定します。

• サポートされている場合は、すべての TCP フローで WRED を有効にします。DSCP ベースの 
WRED が推奨されます。

信頼境界

Cisco IPICS QoS インフラストラクチャは、信頼境界を使用して定義されます。信頼境界の概念の詳細

については、次の URL で入手できる『Cisco Unified Communications SRND Based on Cisco Unified 
CallManager 4.x』を参照してください。

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps5820/c2001/ccmigration_
09186a00804474f2.pdf

信頼境界には、IDC（ローカルおよびリモート）、LMR、および Cisco Unified IP Phone が含まれるこ

とがあります。IDC と Cisco Unified IP Phone に対して、IP precedence をマークする必要があります。

推奨される値は、音声トラフィック（RTP など）では 5、音声シグナリング（SIP または SCCP など）

では 3 です。

LMR PTT クライアントに対して、LMR ゲートウェイは、E&M から着信するトラフィックに対して、

次のように 5 の IP precedence をマークします。

voice-port 1/0/0
voice class permanent 1
connection trunk 111
operation 4-wire

!
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dial-peer voice 111 voip
destination-pattern 111
session protocol multicast
session target ipv4:239.111.0.111:21000
ip precedence 5

!

リモート ロケーションを使用する IDC に対して、RMS は 5 の IP Precedence 値をマークします。

Cisco IPICS サーバは、IDC 用の RMS サーバに対して、QoS およびその他の必要な設定を提供しま

す。

IDC、LMR、または Cisco Unified IP Phone から送出される Cisco IPICS トラフィックは、アクセス 
スイッチに集約され、QoS 設定はこのスイッチに適用されます。マークされた後、IP Precedence 値は

ネットワーク全体で適用されます。

Cisco IPICS 信頼エンドポイントのいずれかが PSTN 内にある場合、これらのエンドポイントは音声

ゲートウェイを通じて接続されます。Cisco 音声ゲートウェイは、音声制御およびベアラー トラフィッ

クに対する IP Precedence と DSCP の値をそれぞれ 3（AF31/SC3）および 5（EF/CS5）に設定できま

す。

VoIP ベアラー トラフィックは、できる限り、ストリクト プライオリティ キューに配置します。境界

ノードは、VoIP トラフィックのレートを制限して、帯域幅が枯渇する可能性と、プライオリティ 
キューを通じた DoS 攻撃の可能性を防止するために、入力レベルでポリシングします。

図 4-4 に、信頼境界を示します。

図 4-4 信頼境界

次の例は、Cisco Catalyst 3550 に対するアクセス レイヤ QoS の設定を示しています。

CAT3550(config)#mls qos map policed-dscp  0 24 46 to 8
! Excess traffic marked 0 or CS3 or EF will be remarked to CS1
CAT3550(config)#
CAT3550(config)#class-map match-all IPICS-VOICE
CAT3550(config-cmap)#  match access-group name IPICS-VOICE
CAT3550(config)#policy-map IPICS-PTTC
CAT3550(config-pmap)#class IPICS-VOICE

IP

Endpoints Access Distribution Core
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Aggregators

Trust Boundary

1
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3

1  Trusted IP Phone PTT Endpoint

2  Trusted IDC PTT Endpoint

3  Trusted LMR and Remote IDC SIP Endpoint
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配置シナリオにおける VPN
CAT3550(config-pmap-c)# set ip dscp 46 
! VoIP is marked to DSCP EF
CAT3550(config-pmap-c)# police 128000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
! Out-of-profile IPICS VoIP (G711) is marked down to Scavenger (CS1)
CAT3550(config-pmap-c)#class IPICS-SIGNALING
CAT3550(config-pmap-c)# set ip dscp 24
! Signalling is marked to DSCP CS3
CAT3550(config-pmap-c)# police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
! Out-of-profile Signalling is marked down to Scavenger (CS1)
CAT3550(config-pmap-c)#class class-default
CAT3550(config-pmap-c)# set ip dscp 0
CAT3550(config-pmap-c)# police 5000000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit
! Out-of-profile data traffic is marked down to Scavenger (CS1) 50000 (Depends on per 
customer design and requirements)
CAT3550(config-pmap-c)# exit
CAT3550(config-pmap)#exit
CAT3550(config)#
CAT3550(config)#interface range FastEthernet0/1 - 48
CAT3550(config-if)# service-policy input IPICS-PTTC  
! Attaching the policy map IPICS-PTTC to the interface range
CAT3550(config-if)#exit
CAT3550(config)#
CAT3550(config)#ip access-list extended IPICS-VOICE
! Extended ACL for the IPICS Address/Port ranges
CAT3550(config-ext-nacl)# 
permit udp 233.0.0.0 0.255.255.255 233.0.0.0 0.255.255.255 range 21000 65534
permit udp 233.0.0.0 0.255.255.255 239.0.0.0 0.255.255.255 range 21000 65534
permit udp 239.0.0.0 0.255.255.255 233.0.0.0 0.255.255.255 range 21000 65534
permit udp 239.0.0.0 0.255.255.255 239.0.0.0 0.255.255.255 range 21000 65534
CAT3550(config-ext-nacl)#ip access-list extended IPICS-SIGNALING
! Extended ACL for the remote IDC clients
CAT3550(config-ext-nacl)# permit udp <RMS IP Address> <Any > eq 5060   
! Extended ACL for the PSTN clients
CAT3550(config-ext-nacl)# permit udp <VoiceGW IP Address> <Any > eq 5060
CAT3550(config-ext-nacl)# permit tcp <Voice GW IP Address> <Any > eq 1720
CAT3550(config-ext-nacl)#end
CAT3550#

配置シナリオにおける VPN
Cisco IPICS の配置には、IDC とモバイル クライアントに対する VPN の実装が含まれることがありま

す。

Cisco IPICS サーバがインストールされているネットワークに到達できるネットワークに PC が接続さ

れていない場合、IDC のために、IDC クライアント PC は VPN クライアントを実行する必要がありま

す。

iPhone モバイル クライアントでは、3G ネットワークでオーディオを双方向に送信できません。これ

は、特定のプロバイダーがそのデータ ネットワークでオーディオをブロックしているためです。

Cisco IPICS サーバとモバイル クライアント間で VPN トンネルを実装することにより、オーディオの

双方向送信が可能になります（双方向オーディオの品質は、サービス プロバイダーによって異なりま

す）。

また、一般に IPICS サーバがエンタープライズ ネットワーク内にある場合、モバイル クライアントは

パブリック ネットワークを通じてそのサーバに到達できる必要があります。ワイヤレス ネットワーク

または 3G ネットワークを通じて、iPhone が Cisco IPICS に到達できる 2 つの方法があります。ワイヤ

レス接続では、ワイヤレス ネットワークが CISCO IPICS サーバにアクセスできるようにします。この
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ポートの使用状況
接続を利用できない場合、iPhone は独自の VPN クライアントを使用して、Cisco IPICS サーバへのト

ンネルを作成できる必要があります。3G ネットワーク接続では、Cisco IPICS サーバにアクセスする

ために、iPhone に VPN クライアントが必要です。

iPhone が Cisco IPCS サーバに接続できるようにするために、このサーバには、IP アドレスに解決され

るドメイン名が必要です。iPhone クライアントは、サービス プロバイダーまたは VPN 設定によって

提供される DNS サーバに接続できる必要があります。

ポートの使用状況
この項では、Cisco IPICS の配置で使用できるポートについて説明します。この情報を使用して、必要

に応じて、ポート レベルで QoS またはファイアウォールの設定を定義する 適な方法を決定できま

す。ポート範囲の変更が必要な場合は、その変更を容易にする方法に関する詳細情報を示します。

表 4-6 に、Cisco IPICS コンポーネントによって使用されるデフォルト ポートを示します。

表 4-6 Cisco IPICS コンポーネントによって使用されるデフォルト ポート

プロトコル デバイス 宛先ポート リモート デバイス

HTTP IDC TCP 80 Cisco IPICS サーバ

Cisco IPICS 管理コ

ンソール

TCP 80 Cisco IPICS サーバ

Cisco Unified IP 
Phone

TCP 80 Cisco Unified Communications 
Manager、Cisco Unified 
Communications Manager Express

HTTPS IDC TCP 443 Cisco IPICS サーバ

Cisco IPICS 管理コ

ンソール

TCP 443 Cisco IPICS サーバ

SIP IDC/ポリシー エン

ジン

UDP 5060 RMS/ポリシー エンジン SIP プロバ

イダー

（注） リモート IDC と RMS 間およ

びポリシー エンジンと SIP 
プロバイダー間で使用されま

す。
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ポートの使用状況
次の項では、関連情報について説明します。

• 「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.4-51）

• 「マルチキャストとユニキャスト」（P.4-52）

• 「QOS ポリシーの考慮事項」（P.4-52）

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場合は、次のガイドラインに注意してください。

• 239.192.0.0 ～ 239.251.255.255 の範囲にある IP マルチキャスト アドレスを設定することを強く推

奨します。

• 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。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。

• Cisco IPICS では、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲の IP マルチキャスト アドレスを使用でき

ます。 初のオクテットには、224、232、233、238、または 239 が含まれ、後続のオクテットに

は 0 ～ 255 が含まれます。適切に使用し、望ましい結果を得るために、239.192.0.0 ～ 
239.251.255.255 の使用だけが推奨されることに注意してください。

RTP/RTCP IDC UDP 16384 ～ 
32766

RMS

（注） 音声マルチキャスティング 
ダイヤル ピアのセッション 
ターゲットは、224.0.1.0 ～ 
239.255.255.255 の範囲のマ

ルチキャスト アドレスです。

このセッション ターゲット

は、1 つのセッション内のす

べてのルータで同じにする必

要があります。オーディオ 
RTP ポートは、16384 ～ 
32767 の範囲の偶数で、これ

も 1 つのセッション内のすべ

てのルータで同じにする必要

があります。奇数のポート

（UDP ポート番号 + 1）は、

そのセッションの RTCP ト
ラフィックに使用されます。

ポリシー エンジン UDP 32768 ～ 
61000

Cisco Unified Communications 
Manager、Cisco Unified 
Communications Manager Express

ICMP（ping） IDC ICMP Cisco IPICS サーバ

IGMP IDC ICMP マルチキャスト グループ

SSH Cisco IPICS サーバ TCP 22 RMS

表 4-6 Cisco IPICS コンポーネントによって使用されるデフォルト ポート（続き）

プロトコル デバイス 宛先ポート リモート デバイス
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Cisco IPICS インフラストラクチャの保護
• 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。

マルチキャストとユニキャスト

Cisco IPICS ソリューションを設定する場合、チャネルにはスタティック マルチキャスト IP アドレス

とポート ペアを割り当てます。IDC に割り当てるポートは、IDC に対して受入可能なポート範囲内に

する必要があります。また、ダイナミック割り当てのためのマルチキャスト アドレス プールで定義す

るマルチキャスト アドレスも、IDC の受入可能なポート範囲内にする必要があります。

IDC がリモート ロケーションを使用して接続する場合、IDC は RMS に対してユニキャスト メディア

接続を確立します。メディア接続のために割り当てられる UDP ポートは、サポートされる範囲内から

割り当てられます。

QOS ポリシーの考慮事項

UDP ポート範囲に対して割り当てる QoS ポリシーを定義する場合、送信元ホストと宛先ホストの任意

のアドレスを使用することにより、IDC UDP ポート範囲に基づいて QoS ポリシーを適切に設定できま

す。この場合、RMS によって割り当てられる UDP ポートは、考慮に入れられません。このことは、

QoS ポリシーを簡易化するために役立ちます。

Cisco IPICS インフラストラクチャの保護
次の項では、Cisco IPICS のシステム セキュリティの提供について説明します。

• 「Secure Socket Layer」（P.4-52）

• 「Cisco Security Agent」（P.4-52）

• 「ファイアウォールとアクセス コントロール リスト」（P.4-53）

• 「その他のセキュリティに関する推奨事項」（P.4-53）

Secure Socket Layer

Cisco IPICS は、Secure Socket Layer（SSL）を使用して、IDC と Cisco IPICS サーバ間の通信を暗号

化します。Cisco IPICS 管理コンソールにアクセスするために使用するブラウザでは、HTTPS が使用

されます。SSL を適用するには、Cisco IPICS サーバで証明書をインストールする必要があります。自

己署名証明書を使用するか、セキュリティを向上させるために、デジタル署名証明書を取得し、セット

アップすることができます。また、RMS コントロールは、クライアントとして SSH を使用します。

詳細については、『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release 4.0(2)』の「Installing 
Third Party Certificates on the Cisco IPICS Server」の項を参照してください。

Cisco Security Agent

Cisco IPICS とは別にオプションとして提供される Cisco Security Agent（CSA）は、Cisco IPICS サー

バと IDC に侵入検知および侵入防止機能を提供します。攻撃に焦点を当てる代わりに、CSA では、ホ

ストでの悪意ある、望ましくないアクティビティを防止することに重点が置かれます。CSA によって、
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Cisco IPICS インフラストラクチャの保護
システムに損傷を与えるアクティビティが検出され、ブロックされます。CSA には、ほとんどのタイ

プの悪意あるアクティビティの発生を防止する定義済みポリシーが付属しています。悪意あるアクティ

ビティは常に望ましくないため、このレベルでのセキュリティは、非常に低コストで配置できます。環

境の調整はほとんどまたはまったく必要ありません。稀に、CSA によって、Web サーバから新しい

ユーザ アカウントを追加できなくなる場合、基幹業務アプリケーションが影響を受けることがありま

す。

ファイアウォールとアクセス コントロール リスト

Cisco IPICS サーバおよびその他の Cisco IPICS コンポーネントの前にファイアウォールと Access 
Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を使用して、セキュリティをさらに高めます。た

とえば、ファイアウォールまたは ACL を使用して、コール制御パケットと管理パケットだけが Cisco 
IPICS サーバに到達できるようにして、Telnet または TFTP トラフィックなどの不要なトラフィックを

ブロックできます。ACL を使用すると、ネットワークへのアクセスが想定される送信元アドレスだけ

を許可できます。

ファイアウォールを使用する場合、そのファイアウォールは、音声シグナリング プロトコルのステー

トフル インスペクションをサポートしている必要があります。Cisco IPICS では、21000 ～ 65534 の 
UDP ポートが使用され、ファイアウォールは、このアプリケーションをサポートするために必要な

ポートだけを開く必要があります。また、ファイアウォールが Application Layer Gateway（ALG; ア
プリケーション レイヤ ゲートウェイ）機能をサポートしていることを確認します。ALG は、シグナリ

ング パケットを検査し、RTP ストリームが使用する UDP ポートを検出して、その UDP ポートだけを

動的に開きます。

その他のセキュリティに関する推奨事項

Cisco IPICS ネットワークでの追加のセキュリティについては、次の推奨事項に従ってください。

• Terminal Access Controller Access-Control System+（TACACS+）と Remote Authentication Dial 
In User Service（RADIUS）を使用して、ネットワークで高度にセキュアなアクセスを提供しま

す。

• 分離のために VLAN だけに頼ることなく、ネットワークのアクセス レイヤで、レイヤ 3 フィルタ 
リングも提供します。

• 音声ネットワークとデータ ネットワークの間で、VLAN フィルタと IP フィルタを使用します。

• SSH、HTTPS、Out-of-Band（OOB; アウトオブバンド）、許可リストなどとともに、アウトオブ

バンド管理スイッチおよびルータを使用して、ネットワーク デバイスに誰がアクセスしているか

を制御します。

• LAN スイッチで使用されていないスイッチ ポートを無効にし、不正に使用されないように、使用

されていない VLAN にそのポートを配置します。

• Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガードやルート ガード

などの Spanning Tree（STP; スパニング ツリー）攻撃緩和ツールを使用します。

• 重要なリソースを分散させて、冗長性を提供します。

• 電源スイッチに対するアクセスを制限し、制御します。

• Cisco IPICS サーバおよびその他のネットワーク サーバで IDS Host ソフトウェアを使用して、音

声アプリケーションのセキュリティを確保します。
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Cisco IPICS のネットワーク管理システム
Cisco IPICS ネットワークの管理とモニタを計画している場合は、Cisco IPICS 環境で有効にモニタで

きるパラメータを定義します。これらのパラメータからの出力を使用して、自然発生的な問題に対して

一連のアラームを決定し、事前かつ早期の警告システムを確立することができます。

ネットワークに対して管理およびモニタリング ポリシーを策定する場合は、次の措置を取ってくださ

い。

• ネットワーク内の各コンポーネントに対して、そのコンポーネントでモニタする必要があるパラ

メータを定義します。

• 定義したパラメータをモニタするために適切なネットワークの管理およびモニタリング ツールを

選択します。

ネットワーク全体の管理

Cisco Multicast Manager（CMM）は、Web ベースのネットワーク管理アプリケーションであり、マル

チキャスト ネットワークのモニタリングおよびトラブルシューティングを支援するために設計されて

います。Cisco Multicast Manager には、次の機能と利点があります。

• マルチキャスト ネットワークにおける問題の早期警告 

• 詳細なトラブルシューティングと分析の機能 

• オンデマンド、リアルタイム、および履歴のレポート機能 

• マルチキャスト対応ネットワークを通じたネットワーク利用の 適化とサービス提供の拡張 

CMM は、レイヤ 2 スイッチを含め、Cisco IOS を実行しているすべてのマルチキャスト対応デバイス

をモニタできます。CMM 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/products/ps6337/index.html

Cisco IPICS ネットワークで PTT クライアントとして Cisco Unified IP Phone を使用する場合は、さま

ざまな IP Telephony（IPT; IP テレフォニー）管理ツールを使用して、このデバイスを管理できます。

たとえば、Enterprise IPT 管理ソリューションを使用できます。これは、OpenView Gateway Statistics 
Utility（GSU）レポーティング ソリューションと CiscoWorks IP Telephony Environment Monitor

（ITEM）ソリューションを使用して、特に Cisco IPT デバイスのために設計されたリアルタイムの詳細

な障害分析を提供します。このツールは、IPT 実装の健全性を評価し、対処する必要がある問題および

領域についてアラートと通知を提供して、IPT サービスの中断を 小限にするために役立ちます。ま

た、IPT 管理ソリューションによって、十分に利用されていない、またはバランスの取れていないゲー

トウェイ リソースが特定され、容量要件の過去の傾向および予測が示されます。

Cisco IPICS ネットワークでは、他にも次のような項目をモニタする必要があります。

• Cisco IPICS サーバの健全性

• Cisco IPICS サービスの健全性

• IP ゲートウェイの健全性

• Cisco Unified Communications Manager の機能

• QoS モニタリング

• L2/L3 スイッチとアプリケーション
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ダイヤル ピアについて

Cisco IPICS の管理者またはディスパッチャが操作を行うと、多くの場合、Cisco IPICS サーバはダイ

ナミック音声ポートおよびダイヤル ピアの設定更新を RMS に対して実行します。サーバが実行する設

定変更以外に、時には、RMS に対して手動で変更を加えることが必要な場合があり、たとえば、ユニ

キャスト接続トランクなどの機能をパケット ネットワークで有効にするために手動変更を行います。

ダイヤル ピアは、コールの発信元と宛先のエンドポイントを指定し、コール接続の各コール レッグに

適用される特性を定義します。ダイヤル ピアの背後にある原理を理解すると、Cisco IPICS の動作に対

する理解を深めることができます。

この章は、次の項で構成されています。

• 「ダイヤル ピアのコール レッグ」（P.5-1）

• 「着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピア」（P.5-2）

• 「宛先パターン」（P.5-3）

• 「セッション ターゲット」（P.5-3）

• 「コール レッグのダイヤル ピアの設定」（P.5-4）

• 「着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアの対応」（P.5-4）

ダイヤル ピアのコール レッグ
PSTN による従来の音声コールは、エンドツーエンドの専用 64 KB 回線を使用します。対照的に、パ

ケット ネットワークによる音声コールは、個々のセグメント、つまりコール レッグで構成されていま

す。コール レッグは、2 台のルータ間、またはルータとテレフォニー デバイス間の論理接続です。音

声コールは、4 つのコール レッグで構成され、図 5-1 に示すように、2 つは発信ルータの視点からで、

2 つは終端ルータの視点からのものです。

図 5-1 ダイヤル ピアのコール レッグ
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着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピア
ダイヤル ピアはそれぞれのコール レッグに関連付けられています。ダイヤル ピアで定義されてコール 
レッグに適用される属性には、コーデック、Quality of Service（QoS）、および Voice Activation 
Detection（VAD; 音声アクティビティ検出）があります。音声コールを完成するには、コール接続の 4 
つのコール レッグのそれぞれに対してダイヤル ピアを設定する必要があります。

コール レッグに応じて、コールは次のダイヤル ピア タイプの 1 つを使用することによってルーティン

グされます。

• Plain Old Telephone Service（POTS; 一般電話サービス）：従来のテレフォニー ネットワーク接続

の特性を定義するダイヤル ピア。POTS ダイヤル ピアは、ダイヤルされたストリングをローカル 
ルータ上の特定の音声ポートにマッピングします。このポートは通常、ルータをローカル PSTN、

Private Branch Exchange（PBX; 構内交換機）、または電話機に接続する音声ポートです。

• 音声ネットワーク：パケット ネットワーク接続の特性を定義するダイヤル ピア。音声ネットワー

ク ダイヤル ピアは、ダイヤルされたストリングをリモート ネットワーク デバイス（たとえば、リ

モート テレフォニー デバイスに接続された宛先ルータ）にマッピングします。

音声ネットワーク ダイヤル ピアの具体的なタイプは、次のようにパケット ネットワーク テクノロジー

により異なります。

• Voice over IP（VoIP）： コールを終端させる宛先ルータの IP アドレスを指します。

• Voice over Frame Relay（VoFR）：コールのルータ出口インターフェイスの Data-Link Connection 
Identifier（DLCI; データリンク接続識別子）を指します。

• Voice over ATM（VoATM）： コールのルータ出口インターフェイスの ATM 仮想回線を指します。

POTS と音声ネットワークのダイヤル ピアは、パケット ネットワークまたはユニキャスト接続トラン

クのいずれかによる音声接続を確立するために必要です。

着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピア 
ダイヤル ピアは着信コール レッグと発信コール レッグに使用されます。これらの用語はルータの視点

から定義されていることを理解することが重要です。着信コール レッグは、着信コールがルータに

入ったときに発生します。発信コール レッグは、発信コールがルータから行われたときに発生します。

図 5-2 に、発信ルータの視点からのコール レッグを示します。図 5-3 に、終端ルータの視点からの

コール レッグを示します。

図 5-2 発信ルータのコール レッグ
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宛先パターン
図 5-3 終端ルータのコール レッグ

POTS インターフェイスからの着信コール（パケット ネットワークが宛先）の場合、ルータは着信

コール レッグの POTS ダイヤル ピアと、発信レッグの音声ネットワーク ダイヤル ピア（たとえば、

VoIP または VoFR）を対応させます。パケット ネットワークからの着信コールの場合、ルータはコー

ルを終端させる POTS ダイヤル ピアと、コーデックまたは QoS などの機能を適用するための音声ネッ

トワーク ダイヤル ピアを対応させます。

次の例は、POTS ダイヤル ピアと VoIP ダイヤル ピアの基本設定を示しています。

dial-peer voice 1 pots
 destination-pattern 555....
 port 1/0:1

dial-peer voice 2 voip
 destination-pattern 555....
 session target ipv4:192.168.1.1

ルータは、answer-address、destination-pattern、incoming called-number コマンドのいずれかをダ

イヤル ピア設定で使用することによって、コール レッグのダイヤル ピアを選択します。Cisco IPICS 
では、destination-pattern がダイヤル ピア設定で使用されます。

宛先パターン 
Cisco IPICS の設定では、宛先パターン（ストリングを特定のデバイスに関連付ける）が使用されま

す。ダイヤル ピアに宛先パターンを設定するには、destination-pattern コマンドを使用します。スト

リングが宛先パターンに一致した場合、コールは POTS ダイヤル ピアの音声ポートに従ってルーティ

ングされるか、音声ネットワーク ダイヤル ピアのセッション ターゲットに従ってルーティングされま

す。発信音声ネットワーク ダイヤル ピアの場合は、宛先パターンによって、ルータが収集して次にリ

モート テレフォニー インターフェイスに転送するダイヤル番号が決まる場合もあります。ルータ上に

定義するそれぞれの POTS ダイヤル ピアおよび音声ネットワーク ダイヤル ピアに対して宛先パターン

を設定する必要があります。

セッション ターゲット 
セッション ターゲットとは、ローカルの音声ネットワーク ダイヤル ピアが一致したときのコール送信

先リモート ルータのネットワーク アドレスです。これは音声ネットワーク ダイヤル ピアに、session 
target コマンドを使用して設定します。発信ダイヤル ピアの場合は、宛先パターンが、到達するリ

モート音声デバイスの電話番号です。セッション ターゲットは、その音声デバイスに接続されている

リモート ルータへのパスを表します。
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コール レッグのダイヤル ピアの設定
パケット ネットワーク経由の音声通信を確立することは、スタティック ルータを設定することに似て

いて、2 つの定義済みエンドポイント間に特定の音声接続を確立します。コール レッグは、コール接続

の 2 地点間に存在する個々のセグメントを定義します。パケット ネットワーク経由の音声コールは、4 
つのコール レッグで構成され、2 つは発信ルータ上に、2 つは終端ルータ上にあります。ダイヤル ピア

は、これら 4 つのコール レッグのそれぞれに関連付けられています。

コール レッグのダイヤル ピアの設定 
音声コールがルータに入ると、ルータはコールをルーティングするためにダイヤル ピアを対応させる

必要があります。POTS インターフェイスからの着信コール（パケット ネットワーク経由の送信）の

場合、ルータは着信コール レッグの POTS ダイヤル ピアと、発信コール レッグの音声ネットワーク ダ
イヤル ピアを対応させます。パケット ネットワークからルータに入るコールの場合、ルータはコール

を終端させる発信 POTS ダイヤル ピアと、コーデック、VAD、QoS などの機能の着信音声ネットワー

ク ダイヤル ピアを対応させます。

着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアの対応 
着信コール レッグをダイヤル ピアに対応させるために、ルータは呼設定メッセージの 3 つの情報要素

と 4 つのダイヤル ピア属性を使用します。呼設定要素は次のとおりです。

• 着信番号または Dialed Number Identification Service（DNIS; ダイヤル番号識別サービス）：宛先

を表す一連の番号

• 発信番号または Automatic Number Identification（ANI; 自動番号識別）：発信元を表す一連の番号

• 音声ポート：コール伝送の音声ポート。

設定可能なダイヤル ピア属性は次のとおりです。

• incoming called-number：着信番号または DNIS を表すストリング。これは incoming 
called-number dial-peer configuration コマンドを POTS および VoIP ダイヤル ピアで使用する

ことによって設定します。

• answer-address：発信番号または ANI を表すストリング。これは answer-address dial-peer 
configuration コマンドを POTS または VoIP ダイヤル ピアで使用することによって設定し、IP 
ネットワークからの着信コールにのみ使用されます。

• destination-pattern：発信番号または ANI を表すストリング。これは destination-pattern 
dial-peer configuration コマンドを POTS または音声ネットワーク ダイヤル ピアで使用すること

によって設定します。

• ポート：このダイヤル ピアに対するコールが発信される音声ポート。

ルータは、セットアップ メッセージの情報要素をダイヤル ピア属性と照合して着信ダイヤル ピアを選

択します。ルータは、これらの項目が一致するかどうかを次の順序で調べます。

1. 着信番号と incoming called-number。

2. 発信番号と answer-address。

3. 発信番号と destination-pattern。

4. 着信音声ポートと設定済み音声ポート。
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ルータがダイヤル ピアを選択するために必要なことは、これらの条件のいずれか 1 つのみ一致するこ

とです。すべての属性をダイヤル ピア内に設定する必要はなく、またすべての属性が呼設定情報に一

致している必要はありません。ルータは、1 つのダイヤル ピアが一致するとすぐに検索を停止し、コー

ルは設定済みのダイヤル ピア属性に従ってルーティングされます。一致するダイヤル ピアが他にある

場合でも、 初に一致したピアのみが使用されます。

ルータは、ダイヤル ストリングに基づいて発信ダイヤル ピアを選択します。ダイヤル ストリングが設

定済みダイヤル ピアに一致した場合、ルータは一致するダイヤル ピアの設定済み属性を使用してコー

ルを発信します。
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Cisco IPICS のライセンスおよびサイジング
のガイドライン

この章では、ライセンス可能な機能が Cisco IPICS でどのように使用されるかを説明します。また、リ

ソース使用およびシステム サイジングについての情報も示します。この情報を利用すると、Cisco 
IPICS 配置のプランに役立ちます。

この章は、次の項で構成されています。

• 「リソースおよびライセンスの使用状況」（P.6-1）

• 「DS0 の使用状況」（P.6-1）

• 「プランニングとサイジングに関する追加ガイドライン」（P.6-2）

• 「ダイヤル ポート ライセンスの詳細」（P.6-4）

リソースおよびライセンスの使用状況
Cisco IPICS 配置を正しく設計するには、リソースにどのようにライセンスが付与され、どのように使

用されているかを理解することが重要です。Cisco IPICS ライセンスによって、システムで同時に使用

可能な Land Mobile Radio（LMR; 陸上移動無線）ポート、マルチキャスト ポート、IDC ユーザ、IP 
Phone ユーザ、ダイヤル ユーザ、および ops ビューの数が決まります。LMR ポート、マルチキャスト 
ポート、IDC ユーザ、IP Phone ユーザ、ダイヤル ユーザ、および ops ビューの総数は、ご購入いただ

いたライセンス（複数の場合もあります）で指定された数を超えることはできません。『Cisco IPICS 
Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Managing Licenses」の項を参照してください。

DS0 の使用状況
次のシナリオでは、単一の 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。
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プランニングとサイジングに関する追加ガイドライン
Cisco IPICS 配置の RMS コンポーネントに必要な T1 DS0 ループバック回線の数を見積もるには、次

のガイドラインを参考にしてください。

• RMS ごとに、その RMS コンポーネントのロケーションで DS0 をサポートするため、クロス ケー

ブル付きの T1/E1 インターフェイス ペアが必要です。RMS ごとにグローバル リソースも必要で

す。

ロケーションの詳細については、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』を参

照してください。

• IDC ユーザがリモート接続を行うと、Cisco IPICS サーバはチャネルごとに 1 つの DS0 ループバッ

クを割り当てます。この割り当ては、そのユーザがチャネルをアクティブ化していなくても、認証

に成功すると実行されます。

IDC ユーザ ID に関連付けられた各チャネルは、ユーザがその ID でログインしてリモート ロケーショ

ンを選択すると、1 つの DS0 リソースを使用します。たとえば、ユーザ ID に 10 個の関連付けられた

チャネルがあれば、この ID でユーザがログインしてリモート ロケーションを選択したときに、10 個
の DS0 リソースが使用されます。IDC ユーザに関連付けられたチャネルが複数あり、リモート ロケー

ションからのログイン時にそのチャネルの一部が必要ない場合には、そのユーザに代替ログイン ID を
作成することでシステム リソースを節約できます。この代替ログイン ID は、リモート ロケーションか

ら Cisco IPICS に接続するときにユーザに必要なリソースのみで設定します。また、リモート ロケー

ションからの接続時にこの代替ログイン ID でログインするよう、ユーザに指示してください。

表 6-1 に、さまざまな Cisco IPICS 機能に対する各種サーバのキャパシティを示します。サーバのキャ

パシティを判別するために、各サーバに 大重みを割り当てます。これは、サーバがサポートするユ

ニット数の目安となります。ユニットは、サーバ上のリソース消費を示す値です。サーバでサポートさ

れる組み合わせ機能の数を判別するには、次の式を使用します。

（WLIM × [ 同時ログイン IDC 数 / Cisco Unified IP Phone 台数 ]）＋

（WPEP × [ ポリシー エンジン ポート数 ]）<= SMW

定義：

• WLIM は、[同時ログイン IDC 数 / Cisco Unified IP Phone 台数 ] あたりの重み

• WPEP は、ポリシー エンジン ダイヤル ポート 1 つあたりの重み

• SMW は、サーバの 大重み

適なパフォーマンスを確保するため、表 6-1 に示す値に従うことを推奨します。これらの推奨値を超

えた場合、システム パフォーマンスの低下などの障害状況が発生することがあります。

表 6-1 Cisco IPICS のキャパシティ一覧表

機能 MSP 1-RU MSP 2-RU

サーバの重み

サーバの 大重み 1,000 ユニット 1,500 ユニット

[同時ログイン IDC 数 / Cisco 
Unified IP Phone 台数 ] あたりの

重み

1 ユニット 1 ユニット

ポリシー エンジン ダイヤル 
ポート 1 つあたりの重み

10 ユニット 10 ユニット
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（注） Cisco IPICS 4.0 以降のリリースでは VMWare に対応しており、VMWare インストールのライセンスを

サポートします。ただし、VMWare 実装はお客様固有であり、VMWare に関する経験のある Cisco 
IPICS 認定の Authorized Technology Partner（ATP）が設計とインストールを行う必要があります。

サーバのキャパシティ

同時ログイン IDC 数 / Cisco 
Unified IP Phone 台数の 大数

（次の行あたりのリモート IDC 
を含む）1

1,000 1,500

同時ログイン リモート IDC の
大数

各 15（8 チャネル）または

各 30（4 チャネル）

リモート IDC 数は合計で 15 を
超えない

各 25（8 チャネル）または

各 50（4 チャネル）

リモート IDC 数は合計で 25 を
超えない

設定済みユーザの 大数 50,000 50,000

IDC ユーザの 大ログイン レー

ト

1 ユーザ /5 秒 1 ユーザ /5 秒

ポリシー エンジン ダイヤル 
ポートの 大数 1

100 120

大ポリシー エンジン BHCC2 10 コール /バースト 10 コール /バースト

大 LMR チャネル数 1,500 1,500

設定済み無線の 大数 100 100

設定済みディスパッチャの 大

数

125 250

設定済み VTG の 大数 150 150

アクティブ VTG の 大数 40 60

アクティブ チャネル数 / VTG 数
の 大数

5 5

ユーザ数 / VTG 数の 大数 25 35

ディスパッチャ アクティビティ

（ディスパッチャのログインは 1 
分間隔。VTG のアクティブ化お

よび非アクティブ化は、それぞ

れ約 800 ～ 1,000 秒の間で発生）

15 分ごとに 大 40 ディスパッ

チャが VTG を同時に作成、ア

クティブ化、非アクティブ化

15 分ごとに 大 60 ディスパッ

チャが VTG を同時に作成、ア

クティブ化、非アクティブ化

1. 同時ログイン IDC 数 /Cisco Unified IP Phone 台数の 大数と、ポリシー エンジン ダイヤル ポートの 大数は同
時には使用できません。

2. BHCC = Busy Hour Call Completion（時間内のコール終了）。

表 6-1 Cisco IPICS のキャパシティ一覧表（続き）

機能 MSP 1-RU MSP 2-RU
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ダイヤル ポート ライセンスの詳細
ポリシー エンジンの Cisco IPICS ライセンスには、購入数の Cisco IPICS ダイヤル ポートのライセン

スが含まれます。これらのライセンスによって、同時接続が可能なダイヤル ユーザ（着信および発信）

の合計数が決まります。

ダイヤル ポートの使用状況は、ops ビューごとに分割できます。この方法で、Cisco IPICS 管理者は、

ops ビューでセグメント化されたグループ内の Cisco IPICS ダイヤル ポート ライセンス数を制限できま

す。

使用可能なダイヤル プール内のダイヤル ポートは、現在実行されているポリシー通知または招待アク

ションで使用されます。使用可能なダイヤル ポートの数が必要な数よりも少なければ、他のポリシー 
アクションはダイヤル ポートが使用可能になるのを待ちます。

コールの受信者が正しく認証されなければ、そのコールは成功しません。正しく認証されないとコール

は不成功と見なされ、システムは受信者のダイヤル プリファレンスに設定されている次の番号に進み

ます。システムで同じ番号を再試行する場合には、同じ番号をダイヤル プリファレンスとして再度入

力します。システムは、ダイヤル プリファレンスの各番号に対してコールを 1 回試行します。受信者

が正しく認証された場合、またはシステムがすべての番号を試し終えた時点で、システムはコールの試

行を停止します。

ダイヤル プール設定は、管理コンソールの [Ops View] ウィンドウで行います。詳細については、

『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Configuring and Managing Cisco 
IPICS Operational Views」の章を参照してください。
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Cisco IPICS 配置モデル

この章では、Cisco IPICS 配置モデルについて説明します。これらのモデルは、Cisco IPICS 環境を設

計する際にガイドとして使用できます。

この章は、次の項で構成されています。

• 「単一サイト モデル」（P.7-1）

• 「複数サイト モデル」（P.7-2）

単一サイト モデル
Cisco IPICS 単一サイト モデルは、単一のマルチキャスト ドメインの配置を表しています。Cisco 
IPICS コンポーネントは、1 つのマルチキャスト使用可能サイトまたはキャンパスに配置され、IP 
WAN を介して Cisco IPICS マルチキャスト サービスは提供されません。一般に、単一サイト モデル

は、LAN または Metropolitan Area Network（MAN; メトロポリタン エリア ネットワーク）を介して

配置され、どちらかによってマルチキャスト音声トラフィックが伝送されます。LAN または MAN を
越えるコールでは、Cisco IPICS リモート機能を使用して、SIP ベースのユニキャスト コールを介して 
Cisco IPICS ドメインに接続します。

単一サイト モデルの設計上の特長は、次のとおりです。

• Cisco IPICS サーバ

• RMS

• IDC

• Cisco Unified IP Phone

• LMR ゲートウェイ（オプション）

• PIM スパース モードを使用するマルチキャスト使用可能ネットワーク。

• 会議とトランスコーディング用の RMS Digital Signal Processor（DSP; デジタル シグナル プロ

セッサ）

図 7-1 に、Cisco IPICS 単一サイト モデルを示します。
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図 7-1 単一サイト モデル

単一サイト モデルの利点 
単一インフラストラクチャによる集中型ネットワーク ソリューションによって、大幅な費用対効果の

低減が期待できます。また、Cisco IPICS は、企業内で IP ベースのアプリケーションを利用できます。

さらに、単一サイト配置では、サイトを完全に分離することも可能です。IP WAN に対する依存関係が

ないため、WAN 障害または帯域幅の不足によって Cisco IPICS サービスや機能が失われることはあり

ません。

単一サイト モデルのベスト プラクティス 
Cisco IPICS 単一サイト モデルを実装する場合には、次のガイドラインに従ってください。

• 可用性が高く、フォールトトレラントなインフラストラクチャを提供する。Cisco IPICS の設置に

は、インフラストラクチャを適切に構築することが重要です。また、インフラストラクチャを適切

に構築すると、マルチサイト配置への変更を選択する場合、変更が簡単になります。

• すべてのローカル エンドポイントに G.711 コーデックを使用する。この方法では、トランスコー

ディング用の DSP リソースの消費が減少します。

• ハイ アベイラビリティ、電話機用の接続オプション（インライン パワー）、QoS メカニズム、マル

チキャストおよびセキュリティ用の推奨ネットワーク インフラストラクチャを実装する（詳細に

ついては、第 4 章「Cisco IPICS インフラストラクチャの考慮事項」を参照してください）。

複数サイト モデル
Cisco IPICS 複数サイト モデルは、2 つ以上のサイトにサービスを提供し、IP WAN を使用してサイト

間でマルチキャスト IP 音声トラフィックを転送する単一の Cisco IPICS サーバで構成されています。

IP WAN は、中央サイトとリモート サイト間のコール制御シグナリングも伝送します。

サイト間でマルチキャストを有効にできますが、必須ではありません。マルチキャストが有効な WAN 
によって接続された複数のサイトは、1 つの マルチキャスト ドメインしか存在しないため、実際には

トポロジ上は別のケースの単一サイト モデルとなります。複数サイト モデルの配置との主な違いは、

接続するコア ネットワークが、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル ス
イッチング）を採用したサービス プロバイダー ネットワークかどうかという点です。その場合には、

マルチキャスト VPN を使用する MPLS を採用すると、サイト間に単一のマルチキャスト ドメインが

作成されます。サイト間にネイティブのマルチキャスト サポートが存在しない複数サイトでは、サイ

IP

Cisco IPICS
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IDCs IP Phones

LMR RMS 

IP Multicast Enabled

Unicast

Remote Users 23
75

59
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ト間で Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）を介したマルチキャスト

または M1:U12:M2 接続トランクを採用できます。また、サイト間で IPSec VPN を設定して、サイト

間のトラフィックの安全性を確保することもできます。

図 7-2 は、中央サイトに Cisco IPICS サーバが存在し、すべてのサイトを IP WAN で接続する、一般的

な Cisco IPICS 複数サイト配置を示しています。

図 7-2 複数サイト モデル

複数サイト モデルでは、IP WAN の接続オプションには、以下が含まれます。

• 専用回線 

• フレーム リレー 

• Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）

• ATM とフレーム リレーの Service Inter-Working（SIW; サービス インターワーキング）

• MPLS バーチャル プライベート ネットワーク

• 音声およびビデオ対応 IP セキュリティ プロトコル VPN（IPSec VPN（V3PN））

WAN エッジに置かれているルータには、プライオリティ キューイングやトラフィック シェーピング

などの QoS メカニズムが装備されていて、WAN の帯域幅が恒常的に不足している場合に、データ ト
ラフィックから音声トラフィックを保護しています。

この項では、次の項目について説明します。

• 「マルチキャスト VPN での MPLS」（P.7-3）

• 「マルチキャスト アイランド」（P.7-10）

マルチキャスト VPN での MPLS
MPLS は、MPLS VPN 内のネイティブ マルチキャストをサポートしません。この項では、MPLS コア

にわたってマルチキャストを有効にする技法について説明します。この項では、ユニキャスト MPLS 
コアと VPN が設定され、正常に動作していることを想定しています。また、ユーザが IP マルチキャス

トと MPLS に精通していることを想定しています。これらのトピックの詳細については、次の URL で
マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6552/products_ios_technology_home.html

図 7-3 に、この項で説明するトポロジを示します。
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図 7-3 マルチキャスト VPN での MPLS

MPLS の用語

MPLS では、次の用語が使用されます。

• Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）ルータ：ネットワークのエッジに配備され、少なくとも 
1 つの Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータとインターフェイスを持つルータ

• Data Multicast Distribution Tree（MDT; マルチキャスト配信ツリー）：ネットワーク内にアクティ

ブ ソースが存在することにより動的に作成され、別の PE ルータの背後に存在するアクティブなレ

シーバーに送信されるツリー。データ MDT は、アクティブなソースを持つか、またはアクティブ

なソースからのトラフィックのレシーバーを持つ CE ルータに接続された PE ルータ、またはトラ

フィックのアクティブなソースまたはレシーバーに直接接続された PE ルータにのみ接続されま

す。

• デフォルト MDT：Multicast Virtual Private Network（MVPN; マルチキャスト バーチャル プライ

ベート ネットワーク）構成によって作成されたツリー。デフォルト MDT は、カスタマー コント

ロール プレーンおよび低レート データ プレーンのトラフィック用に使用されます。ルーティング

およびフォワーディング（MVRF）を使用して、特定の Multicast Domain（MD; マルチキャスト 
ドメイン）内のすべての PE ルータに接続します。それぞれのカスタマー ネットワークにアクティ

ブ ソースが存在するかどうかに関係なく、すべての MD 内にデフォルト MD が 1 つ存在します。

• リーフ：マルチキャスト データの受信者を示します。ソースはルート、宛先はリーフと解釈され

ます。

• Multicast domain（MD; マルチキャスト ドメイン）：マルチキャスト トラフィックを交換できる 
MVRF の収集

• Multicast Virtual Route Forwarding（MVRF; マルチキャスト仮想ルート フォワーディング）：

MPLS をまたいでマルチキャスト トラフィックを転送する方法を決定するために、PE ルータが使

用

• Provider（P; プロバイダー）ルータ：他の P ルータおよび他の PE ルータのみにインターフェイス

を持つ、プロバイダー ネットワークのコア内のルータ

• Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータ：P ルータおよび PE ルータにインターフェイス

を持ち、さらに少なくとも 1 つの CE ルータにインターフェイスを持つ、プロバイダー ネットワー

クのエッジのルータ

• PIM-SSM：PIM ソースに固有のマルチキャスト
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MVPN の基本概念

MVPN を理解するためには、次の基本概念が重要です。

• サービス プロバイダーは、一意の IP マルチキャスト ドメインを持つ IP ネットワークを持ってい

ます（P ネットワーク）。

• MVPN カスタマーは、一意の IP マルチキャスト ドメインを持つ IP ネットワークを持っています

（C ネットワーク）。

• サービス プロバイダー MVPN ネットワークは、カスタマー IP マルチキャスト データをリモート 
カスタマー サイトに転送します。そのために、サービス プロバイダーは、サービス プロバイダー 
PE でカスタマー トラフィック（C パケット）を P パケット内にカプセル化します。次に、カプセ

ル化された P パケットが、P ネットワーク内のネイティブ マルチキャストとして、リモート PE サ
イトに転送されます

• カプセル化された P パケットを転送している間、P ネットワークは、C ネットワーク トラフィック

に関する情報を持っていません。PE は、両方のネットワークに参加するデバイスです（PE ごとに

複数のカスタマー ネットワークが存在する可能性があります）。

VPN マルチキャスト ルーティング

MVPN ネットワーク内の PE ルータは、複数のルーティング テーブルを持っています。グローバル ユ
ニキャスト /マルチキャスト ルーティング テーブルが 1 つ存在し、直接接続された各 MVRF に対して

ユニキャスト /マルチキャスト ルーティング テーブルが 1 つ存在します。

マルチキャスト ドメインは、VPN からのマルチキャスト パケットを、コア内でルーティングされるマ

ルチキャスト パケットにカプセル化する原則に基づいています。マルチキャストはコア ネットワーク

内で使用されるため、PIM をコア内で設定する必要があります。PIM-SM、PIM-SSM、および 
PIM-BIDIR は、MVPN 用のプロバイダー コア内でサポートされます。PIM-BIDIR はすべてのプラッ

トフォームでサポートされるとは限らないので、プロバイダー コア内の推奨 PIM オプションは 
PIM-SM または PIM-SSM となります。PIM-SM、PIM-SSM、PIM-BIDIR、および 
PIM-DENSE-MODE は、MVPN 内でサポートされます。MVPN は、Multicast Distribution Tree

（MDT; マルチキャスト配信ツリー）を利用します。MDT は PE ルータによって発信され、マルチキャ

スト宛先アドレスを持ちます。同じ MVPN 用にサイトを持つ複数の PE ルータがデフォルト MDT に
発信し、またデフォルト MDT 上のトラフィックを受信するために結合します。

さらに、デフォルト MDT は常時接続で、PIM 制御トラフィック、デンス モード トラフィック、およ

び RP ツリー（*,G）トラフィックを転送するツリーです。同じデフォルトの MDT で設定されたすべ

ての PE ルータが、このトラフィックを受信します。

データ MDT は、オンデマンドで作成されるツリーであり、そのトラフィックを受信しようとするレ

シーバーを持つ PE ルータによってのみ結合されます。データ MDT は、トラフィック レートしきい値

または送信元グループ ペアのいずれかによって作成されます。デフォルト MDT は、MVPN を構成す

るすべての VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）用に同じグループ ア
ドレスを持つ必要があります。PIM-SSM を使用する場合には、複数のデータ MDT が同じグループ ア
ドレスを持つ場合があります。同じアドレスを提供すると PE ルータが不要なトラフィックを受信する

可能性があるため、PIM-SM を使用する場合には異なるグループ アドレスを持つ必要があります。

MVPN 用のプロバイダー ネットワークの構成

この項では、MVPN 用にプロバイダー ネットワークを構成する方法の例を示します。

プロバイダー ネットワーク内で MVPN を有効にするために必要な手順については、図 7-3（P.7-4）の

トポロジの説明を参照してください。この手順では、カスタマー VPN は「ipics」と呼ばれています。
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手順

ステップ 1 プロバイダー ネットワーク用に PIM モードを選択します。

シスコは、コア内のプロトコルとして PIM-SSM を推奨しています。送信元検出属性では、追加の送信

元検出 BGP 設定は必要ありません。Route Distinguisher（RD; ルート識別子）タイプを使用して、

MDT の送信元に MDT グループ アドレスをアドバタイズします。PIM-SM は、 も広く配置されてい

るマルチキャスト プロトコルであり、またスパースおよびデンスに入力されるアプリケーション要件

の両方で使用されています。PIM SSM は、PIM SM に基づいています。初期共有ツリーおよび 短パ

ス ツリーに対する後続のカットオーバーがない場合、PIM SSM または PIM SM がデフォルトの MDT 
に適しています。

すべての関連ハードウェア上で双方向 PIM サポートが使用可能な場合、これがデフォルトの MDT に
対する推奨事項となります。データ MDT に対しては、PIM SM または PIM SSM が適しています。

PIM SSM は、PIM SM よりも簡単に配備できます。ランデブー ポイントを必要とせず、またプロバイ

ダー ネットワークが既知であり、安定したマルチキャスト デバイスのグループです。シスコは、プロ

バイダー コア配備には PIM SSM の使用を推奨しています。この設定例では、コアに PIM-SSM を使用

しています。

ステップ 2 プロバイダー ネットワーク内で使用される VPN グループ アドレスを選択します。

デフォルトの PIM-SSM の範囲は 232/8 です。ただし、このアドレス範囲は、インターネットでグロー

バルに使用するよう設定されています。プライベート ドメイン内で使用する場合には、（RFC2365 の
推奨に従って）この管理用スコープ マルチキャスト範囲の外側のアドレスを使用する必要があります。

プライベート アドレス範囲を使用すると、境界ルータ上でのフィルタが簡単になります。2 番目のオク

テットで 232 を使用することにより、この範囲のアドレスはプライベート アドレスおよび SSM アドレ

スとして簡単に認識できるため、シスコは、239.232/16 の使用を推奨しています。このマニュアルで

説明する設計では、この範囲は、デフォルト MDT とデータ MDT に分割されています（データ MDT 
については、「VPN マルチキャスト ルーティング」（P.7-5）の該当する説明を参照してください）。デ

フォルト MDT は 239.232.0.0-239.232.0.255 を使用し、データ MDT は 239.232.1.0-239.232.1.255 を
使用します。このアドレス範囲では、PE ルータごとに 大 255 この MVRF がサポートされます。

ステップ 3 PIM-SSM 用にプロバイダー ネットワークを設定します。

次のコマンドは、基本的な PIM-SSM サービスを有効にします。

• すべての P ルータおよび PE ルータ上で、次のコマンドをグローバルに設定します。

ip multicast-routing
ip pim ssm range multicast_ssm_range
ip access-list standard multicast_ssm_range
 permit 239.232.0.0 0.0.1.255

• コアに対する P インターフェイスおよび PE インターフェイス上で、次のコマンドを設定します。

ip pim sparse-mode

• 各 PE ルータで、BGP セッションへの送信に使用されるループバック インターフェイス上で次の

コマンドを設定します。

ip pim sparse-mode

ステップ 4 VRF 上で MDT を設定します。

• VRF 上でマルチキャスト ルーティングを設定するには、VRF IPICS に関してすべての PE ルータ

上で次のコマンドを設定します。

ip vrf ipics
mdt default 239.232.0.0

• VRF に対してマルチキャストを有効にするには、次のコマンドを設定します。
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ip multicast-routing vrf ipics

ステップ 5 VPN 内で PIM モードを設定します。

VPN 内の PIM モードは、VPN カスタマーが使用している PIM のタイプによって異なります。シスコ

は、Auto-RP または Boot Strap Router（BSR; ブート ストラップ ルータ）を介して VPN 内で使用され

るグループ モードの自動検出を行います。この場合、追加の設定は必要ありません。オプションで、

プロバイダーは、PE ルータを VPN 内の RP として設定することにより、カスタマーに RP を提供する

よう選択できます。この項で説明するトポロジでは、VPN カスタマーが RP サービスを提供し、PE 
ルータは、Auto-RP を介してグループからの Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）を自動的

に学習します。

PE と CE 間のすべてのインターフェイスをスパース /デンス モードで設定します。これにより、

Auto-RP または BSR メッセージが受信され、転送されることが保証され、また PE が VPN 内のグルー

プからの Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）を学習できます。このためには、カスタマー

に対するすべてのインターフェイスに次の設定を行います。

ip pim sparse-mode

MVPN 用のプロバイダー ネットワークの確認

「MVPN 用のプロバイダー ネットワークの構成」（P.7-5）で示したように設定を完了した後、次の手順

を使用して、設定が正しく行われたことを確認します。

手順

ステップ 1 BGP の更新を確認します。

SSM が使用されている場合、BGP は BGP-MDT 更新と呼ばれる送信元の検出を行います。PE ルータ

に、すべての BGP-MDT 更新が正しく受信されているかを確認するには、次のいずれかの操作を行い

ます。

• 次の show ip pim mdt bgp コマンドを使用します。

PE1#show ip pim mdt bgp
Peer (Route Distinguisher + IPv4) Next Hop

MDT group 239.232.0.0
2:65019:1:10.32.73.248 10.32.73.248 (PE-2 Loopback)
2:65019:1:10.32.73.250 10.32.73.250 (PE-3 Loopback)

2:65019:1 は、この更新に関連付けられた RD タイプ（2）と RD（65019:1）を示します。

残りの出力は、BGP セッションの発信に使用されるアドレスです。

• 次の show ip bgp vpnv4 all コマンドを使用します。

PE1#show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 204, local router ID is 10.32.73.247
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 65019:1 (default for vrf ipics)
*>i10.32.72.48/28 10.32.73.248 0 100 0 ?
... (output omitted)
Route Distinguisher: 2:65019:1
*> 10.32.73.247/32 0.0.0.0 0 ?
*>i10.32.73.248/32 10.32.73.248 0 100 0 ?
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*>i10.32.73.250/32 10.32.73.250 0 100 0 ?

ステップ 2 グローバル mroute テーブルを確認します。

show ip mroute mdt-group-address コマンドを使用して、各 PE ルータに（送信元、グループ）エン

トリがあることを確認します。PIM-SSM が使用されているので、送信元は BGP セッションを発信す

るためのループバック アドレスであり、グループは設定した MDT アドレスです。トラフィックがな

い場合、デフォルトの MDT エントリのみ表示されます。

PE1#show ip mroute 239.232.0.0
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.32.73.247, 239.232.0.0), 1w0d/00:03:26, flags: sTZ
Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0
Outgoing interface list:

FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 1w0d/00:02:47

(10.32.73.248, 239.232.0.0), 1w0d/00:02:56, flags: sTIZ
Incoming interface: FastEthernet0/0, RPF nbr 10.32.73.2
Outgoing interface list:

MVRF ipics, Forward/Sparse, 1w0d/00:01:30

(10.32.73.250, 239.232.0.0), 1w0d/00:02:55, flags: sTIZ
Incoming interface: FastEthernet0/0, RPF nbr 10.32.73.2
Outgoing interface list:

MVRF ipics, Forward/Sparse, 1w0d/00:01:29

各（S,G）エントリに s フラグが設定されていることを確認します。これは、このグループが ssm モー

ドで使用されることを示します。z フラグが設定されていることを確認します。これは、この PE ルー

タがマルチキャスト トンネルのリーフであることを示します。ルータがマルチキャスト トンネルの

リーフの場合、基本的にはこのトラフィックの受信側になるので、このトラフィックをどの MVRF に
転送するか判断するために追加の検索を行う必要があります。リモート PE（S,G）エントリに、I フラ

グが設定されていることを確認します。このフラグは、ルータが SSM グループへの参加を認識してい

ることを示します。これは、IGMPv3 ホストが、その特定チャネルへの参加を要求しているかのよう

に取り扱われます。

ステップ 3 グローバル テーブル内の PIM ネイバーを確認します。

すべての PE ルータと P ルータに対して show ip pim neighbors コマンドを使用して、PIM ネイバーが

グローバル テーブル内で適切に設定されていることを確認します。

PE1#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Prio/Mode
10.32.73.2 FastEthernet0/0 1w4d/00:01:21 v2 1 / DR
10.32.73.70 Serial0/2 1w4d/00:01:29 v2 1 / S

ステップ 4 VPN 内の PIM ネイバーを確認します。

すべての PE ルータに対して show ip pim vrf ipics neighbors コマンドを使用して、CE ルータが PIM 
ネイバーとして認識されていること、およびリモート PE ルータがトンネルを通して PIM ネイバーと

して認識されていることを確認します。
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PE1#show ip pim vrf ipics neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Prio/Mode
10.32.73.66 Serial0/0 1w3d/00:01:18 v2 1 / S
10.32.73.248 Tunnel0 3d17h/00:01:43 v2 1 / S
10.32.73.250 Tunnel0 1w0d/00:01:42 v2 1 / DR S

ステップ 5 VPN グループからの Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）を確認します。

メイン カスタマー サイトは、VPN 内で auto-rp を使用するように設定されています。VPN IPICS は、

チャネルと VTG に対して、239.192.21.64 ～ 79 の範囲のマルチキャストを使用しています。

ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list multicast_range
ip pim send-rp-discovery scope 16
ip access-list standard multicast_range
 permit 239.192.21.64 0.0.0.15

show ip pim vrf ipics rp mapping コマンドを使用して、PE ルータが VPN からの RP マッピング情報

を正確に学習したことを確認します。

PE1#show ip pim vrf ipics rp map
PIM Group-to-RP Mappings

Group(s) 239.192.21.64/28
RP 10.32.72.248 (?), v2v1

Info source: 10.32.73.62 (?), elected via Auto-RP
Uptime: 1w3d, expires: 00:02:54

この出力は、PE ルータが、VPN 内で使用されるグループからの Rendezvous Point（RP; ランデブー 
ポイント）を正確に学習したことを示します。デフォルト MDT は、マルチキャスト複製が実行される

提供側ネットワークのコア内で、すべての PE ルータに到達します。デフォルト MDT のみ設定されて

いる場合、トラフィックを受信したいかどうかにかかわらず、すべての PE ルータにトラフィックが転

送されます。

トラフィック転送の 適化：データ MDT

データ MDT は、トラフィック転送を 適化するように設計されています。データ MDT は、オンデマ

ンドで構築されるマルチキャスト ツリーです。データ MDT を作成する条件は、kbps で測定されるト

ラフィック負荷しきい値、または VPN 内の特定のソースを指定するアクセス リストに基づいていま

す。データ MDT は、自分のサイトに接続された送信元を持つ、PE によってのみ作成されます。デー

タ MDT の条件を設定する必要はありません。しかし、VPN 内の各（S,G）に対して条件が設定されて

いない場合、データ MDT が作成されます。このデータ MDT にはルータからのリソースが必要なの

で、送信元が存在するという理由のみでデータ MDT を作成しないことを推奨します。この値は、アク

ティブな送信元に対してデータ MDT の作成をトリガーするように要求するため、ゼロ以外のしきい値

を推奨します。Multi-VPN Routing/Forwarding（MVRF; マルチ VPN ルーティング /転送）エントリ

の 大数は 256 です。

VRF 下でデータ MDT を設定するには、「MVPN 用のプロバイダー ネットワークの構成」（P.7-5）のス

テップ 2 に説明されている範囲の 1 つを使用します。VRF ごとに、 大 256 のアドレスが許容されま

す。この制限は実装で決定されるものであり、プロトコルによる制限ではありません。SSM が使用さ

れているため、データ MDT のアドレス範囲は、同じ VPN に関してすべての PE ルータ上で同じにな

る可能性があります。次のコマンドに示すように、逆マスクを使用してデータ MDT 用に使用されるア

ドレス数を指定します。

ip vrf ipics
mdt data 239.232.1.0 0.0.0.255 threshold 1
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正しい MDT 動作の確認

データ MDT は、グローバル テーブル内に mroute エントリを作成します。また、PE ルータの送信と

受信の機能を確認する特定のコマンドが存在します。データ MDT の動作を確認するには、設定された

しきい値を超えるサイト間にマルチキャスト トラフィックが存在する必要があります。次の例に示す

ように、データ MDT をテストする簡単な方法は、1 つのサイト内でマルチキャスト グループを静的に

結合して、次に、別のサイトからそのグループに ping を行うことです。

CE1

interface Loopback0
 ip address 10.32.72.248 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
 ip igmp join-group 239.192.21.68

CE2

ping 239.192.21.68 size 500 repeat 100

データ MDT の動作を確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 送信側の PE ルータを確認します。

送信側の PE ルータ（PE2）上で show ip pim vrf ipics mdt send コマンドを使用して、データ MDT 
の設定を確認します。

PE2#show ip pim vrf ipics mdt send
MDT-data send list for VRF: ipics

(source, group) MDT-data group ref_count
(10.32.72.244, 239.192.21.68) 239.232.1.0 1
(10.32.73.74, 239.192.21.68) 239.232.1.1 1

ステップ 2 受信側の PE ルータを確認します。

受信側の PE（PE1）ルータ上で show ip pim vrf ipics mdt receive detail コマンドを使用して、データ 
MDT 上でこのルータが受信していることを確認します。

PE1#show ip pim vrf ipics mdt receive

Joined MDT-data [group : source] for VRF: ipics
[239.232.1.0 : 10.32.73.248] ref_count: 1
[239.232.1.1 : 10.32.73.248] ref_count: 1

この時点では、すべてのものが正しく設定されている場合、VPN IPICS 内のサイトは、MPVN を使用

してマルチキャスト トラフィックを転送でき、またすべてのサイトが同じマルチキャスト ドメイン内

に存在します。したがって、Cisco IPICS サーバ上のすべてのチャネルとユーザを同じロケーションで

設定できます。

マルチキャスト アイランド

マルチキャスト アイランドは、マルチキャストが有効化されるサイトです。マルチサイト配置は、ユ

ニキャスト専用接続を介して相互に接続される複数のマルチキャスト アイランドで構成できます。

図 7-4 を参照してください。
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図 7-4 マルチキャスト アイランド

これらのいずれかの技法を使用して、アイランド間にマルチキャスト サポートを提供できます。

• 「GRE 経由のマルチキャスト」（P.7-11）

• 「M1:U12:M2 接続トランク」（P.7-14）

GRE 経由のマルチキャスト

この項では、GRE 経由でマルチキャストを設定する方法の概要を示します。図 7-5 は、GRE 経由のマ

ルチキャストによる Cisco IPICS の配置を示しています。

図 7-5 GRE トンネル経由のマルチキャスト

サイト 1 内のゲートウェイとサイト 2 内のゲートウェイの間にトンネルが設定されており、それぞれの 
loopback0 インターフェイスから発信されています。トンネル インターフェイス上で ip pim 
sparse-dense mode コマンドが設定されており、またゲートウェイ ルータ上でマルチキャスト ルー
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ティングが有効になっています。トンネル インターフェイス上で設定されたスパース /デンス モード

により、グループの RP 設定に依存して、トンネルを通してスパース モードまたはデンス モードのパ

ケットを転送できます。

次の例は、サイト 1 とサイト 2 の間で GRE 経由のマルチキャストの実装が必要な設定を示していま

す。サイト 1 とサイト 3 の間、およびサイト 2 とサイト 3 の間でも同じアプローチを使用します。

interface loopback 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

interface Tunnel0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
 tunnel source Loopback0
 tunnel destination 2.2.2.2

サイト 2

ip multicast-routing

interface loopback 0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

interface Tunnel0 
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
 ip pim sparse-mode
 tunnel source Loopback0
 tunnel destination 1.1.1.1

トンネルを通して PIM スパース モードを設定する場合、次のガイドラインに確実に従ってください。

• RP から共有ツリー（*,G）を通してフローするマルチキャスト トラフィックの RPF 検証が成功す

るためには、トンネル インターフェイスを指す RP アドレスに対して ip mroute rp-address 
nexthop コマンドを設定します。

たとえば、サイト 1 が RP（RP アドレス 10.1.1.254）を持つと仮定します。この場合、サイト 2 内
のゲートウェイに対する mroute は ip mroute 10.1.1.254 255.255.255.255 tunnel 0 コマンドとな

り、共有ツリーを通してフローするトラフィックに対する RPF チェックの成功が保証されます。

• Shortest Path Tree（SPT）を通してフローするマルチキャスト（S,G）トラフィックの RPF 検証が

成功するためには、各ゲートウェイ ルータ上のトンネル インターフェイスを指すマルチキャスト

送信元に対して ip mroute source-address nexthop コマンドを設定します。

この場合、SPT トラフィックがトンネル インターフェイスを通してフローするときに、サイト 2 
ゲートウェイに対して ip mroute 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0 コマンドを設定し、サイト 1 
ゲートウェイに対して ip mroute 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel 0 コマンドを設定します。この設

定により、Tu0 インターフェイスを通して着信するマルチキャスト パケットに対する RPF 検証の

成功が保証されます。

GRE 経由のマルチキャストを使用する際の帯域幅に関する考慮事項

Cisco IPICS は、G.711 コーデックまたは G.729 コーデックのいずれかで動作します。表 7-1 に、使用

するコーデック、ペイロード サイズ、および cRTP、VAD、またはその両方が設定されているかどう

かに基づいて、ユニキャスト接続トランクを通した音声コールの帯域幅要件の一覧を示します。
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トンネル経由の帯域幅使用量は、サイト間で通信を行うアクティブなチャネル数、VTG 数、IDC ユー

ザ数によって異なります。

次に、トンネル経由の帯域幅使用量を計算する方法の例を示します。

ケース 1：サイト 1 とサイト 2 のアクティブなチャネル 
サイト 1 のすべてのユーザが 1 つのチャネルを使用し、サイト 2 のすべてのユーザはもう 1 つチャネル

を使用しています。トンネルを介してフローするマルチキャスト音声はありません。

ケース 2：サイト 1 で n ユーザがアクティブ チャネルを使用し、サイト 2 で m ユーザがアクティブ 
チャネルを使用します。

次の例では、コール帯域幅は表 4-2（P.4-6）からの帯域幅の値です。

帯域幅 1 = コール帯域幅 * n（サイト 1 からサイト 2 にフロー）

帯域幅 2 = コール帯域幅 * m（サイト 2 からサイト 1 にフロー）

合計帯域幅 = 帯域幅 1 + 帯域幅 2

（コール帯域幅は表 3-1 の値です）

アクティブなチャネル数、チャネルごとのアクティブなユーザ数、チャネルが複数のサイトにまたがっ

ているかどうかによって、帯域幅の使用状況は大幅に異なります。

IPSec VPN

IPSec VPN は、マルチキャスト GRE トンネル経由で実装できます。図 7-6 を参照してください。

表 7-1 ユニキャスト接続トランクに関する帯域幅の考慮事項

圧縮方法

ペイロード サ
イズ（バイト）

フル レート帯

域幅（kbps）
cRTP での帯

域幅（kbps）
VAD での帯域

幅（kbps）

cRTP および 
VAD での帯域

幅（kbps）

G.711 240 76 66 50 43

G.711 160 83 68 54 44

G.729 40 17.2 9.6 11.2 6.3

G.729 29 26.4 11.2 17.2 7.3
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図 7-6 マルチキャスト GRE トンネル経由の IPSec

GRE トンネル経由の IPSec は、数多くの方法で設定できます。該当するシスコ製品マニュアルを参照

してください。

M1:U12:M2 接続トランク

M1:U12:M2 接続トランクは、Cisco IPICS アイランド間のリアルタイム マルチキャスト音声トラ

フィックの転送に関して、GRE トンネルを通したマルチキャストの代替機能を提供します。たとえば、

図 7-7 に示す状況について考えてみます。

図 7-7 ユニキャスト専用サイト間接続

この例では、Stocks and Bonds 社がシカゴとニューヨークにオフィスを持っています。各ロケーション

には、Cisco IPICS サーバに設定されている 2 つのチャネルがあります。シカゴとニューヨーク間には

マルチキャスト サポートが存在しないため、このシナリオでは、それぞれ RP を持つマルチキャスト 
ドメインを区切る必要があります。Cisco IPICS サーバに設定されたロケーションは、シカゴとニュー
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ヨークという 2 つのマルチキャスト ドメインを表します。シカゴのチャネルと RMS は、ロケーション 
シカゴで設定する必要があり、ニューヨークのチャネルと RMS は、ロケーション ニューヨークで設定

する必要があります。

シカゴのユーザは、Chicago Bonds チャネルまたは Chicago Stocks チャネルを使用して、互いに通信

できます。ニューヨークのユーザは、New York Bonds チャネルまたは New York Stocks チャネルを使

用して、互いに通信できます。

Chicago Stocks および Chicago Bonds は、VTG に配置できます。これら両チャネルのロケーションは

シカゴなので、Cisco IPICS サーバはシカゴ内の RMS を使用して、これらのチャネルを混合します。

同様に、New York Stocks および New York Bonds も、VTG に配置できます。これら両チャネルのロ

ケーションはニューヨークなので、Cisco IPICS サーバはニューヨーク内の RMS を使用して、これら

のチャネルを混合します。

ドメイン間 VTG は作成できません。VTG は自動的にロケーション All を持ちますが、VTG 内のすべ

てのチャネルとユーザは、同じマルチキャスト ドメイン内にあることが前提になります。図 7-8 に示

すように、M1:U12:M2 接続トランクを使用することで、この制限に対処できます。

図 7-8 M1:U12:M2 接続トランク

この例では、Chicago Bonds および New York Bonds で構成される VTG が必要であるとします。

M1:U12:M2 接続トランクは、ユニキャスト VoIP ネットワークを通してこのトラフィックを転送する

ために、New York Bonds チャネル（M1）からユニキャスト アドレス（U1）にマルチキャスト トラ

フィックをマップします。Chicago RMS によって受信されたユニキャスト トラフィックは、マルチ

キャスト アドレス M2 にマップされます。M2 マルチキャスト アドレスは、シカゴの New York Bonds 
プロキシ チャネルに割り当てられ、Chicago Bonds チャネルと共に VTG に配置されます。M2 には、

シカゴ マルチキャスト ドメインで、有効なマルチキャスト アドレスを割り当てる必要があります。競

合を回避するために、マルチキャスト プールの一部であるアドレスや、その他のチャネルで使用され

るアドレスを割り当てないでください。

ほとんどの配置では、チャネルの使用に割り当てられるアドレスの範囲があります。次に、アドレスの

範囲に対する一般的なアプローチの一覧を示します。

239.192.21.1 ～ 16：チャネル アドレス

239.192.21.17 ～ 32：VTG アドレス

また、次のアドレスが割り当てられているとします。

239.192.21.1：Chicago Bonds

239.192.21.2：Chicago Stocks

239.192.21.3：New York Bonds

239.192.21.4：New York Stocks
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ここで、その次の空きアドレス 239.192.21.5 が、M2 に使用されるとします。VTG は、チャネルまた

はユーザまたはその両方を含みます。作成された VTG は、Chicago Bonds チャネルを含みますが、

New York Bonds を表すチャネルも含める必要があります。New York Bonds チャネルは、シカゴ内の 
RMS によって到達可能なマルチキャストではないので、VTG に配置できません。したがって、シカゴ

のロケーション内で New York Bonds チャネルを表すための、プロキシ チャネルが必要です。

New York Bonds プロキシ

239.192.21.5：ロケーション シカゴ

図 7-9 に、シカゴ内で New York Bonds チャネルをプロキシする方法を示します。

図 7-9 プロキシ チャネル

Cisco IPICS サーバに Chicago New York Bonds という VTG を作成する場合、VTG は Chicago Bonds 
と New York Bonds プロキシの 2 つのチャネルを含みます。Cisco IPICS サーバは、シカゴ内に RMS 
を設定し（両チャネルにロケーション シカゴがある）、VTG に 2 つのチャネルを混合します。Cisco 
IPICS は、VTG 用に 239.192.21.17 というマルチキャスト アドレスを使用するとします。チャネルを 
VTG に、そして VTG をチャネルに混合するためには、Chicago RMS に 2 つの DS0 のペアが必要で

す。図 7-10 に、VTG Chicago New York Bonds の Cisco IPICS サーバによって実行される Chicago 
RMS の設定を示します。この RMS 設定は、2 チャネル VTG の標準です。

図 7-10 Cisco IPICS サーバによって実行される VTG 設定
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M1:U12:M2 接続トランクを実装するには、RMS を手動で設定する必要があります。この設定は、

New York Bonds から VTG に、および VTG から New York Bonds に、トラフィックを転送するため

に必要です。図 7-11 を参照してください。

図 7-11 M1:U12:M2 トランク設定

図 7-12 に、ニューヨークから VTG へのトラフィック フローを示します。この例では、ニューヨーク

のユーザが LMR ゲートウェイに接続されている IDC、Cisco Unified IP Phone、または無線のいずれ

かを使用して、New York Bonds チャネル上で通話しています。Cisco IPICS サーバ上でチャネルが設

定されている場合、宛先アドレスは、チャネルに割り当てられたマルチキャスト アドレスです。この

トラフィックが New York RMS に到達すると、接続トランクを通して、ユニキャストとして Chicago 
RMS に送信されます。Chicago RMS は、ニューヨークからのユニキャスト トラフィックを New York 
Bonds プロキシ チャネルにマップし、それが VTG にマップされ、さらに Chicago Bonds チャネルに

マップされます。VTG チャネルまたは Chicago Bonds チャネルのいずれかでリッスンしているすべて

のユーザが、トラフィックを受信します。

図 7-12 New York Bonds から VTG および Chicago Bonds

図 7-13 に、VTG から New York Bonds へのトラフィック フローを示します。この例では、VTG チャ

ネル上で通話しているシカゴのユーザが、マルチキャスト グループ 239.192.21.17 にトラフィックを送

信します。このトラフィックは、Chicago RMS に到達すると、New York Bonds プロキシ チャネルと 

T1 0/0:1
239.192.21.17

VTG

239.192.21.1
Chicago Bonds

239.192.21.17
VTG

T1 0/1:1
239.192.21.5
New York Bonds
Proxy
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Chicago Bonds チャネルの両方に混合されます。New York Bonds プロキシ チャネルにマップされたト

ラフィックは、ニューヨークへの接続トランクを通してユニキャストとして送信され、New York 
Bonds チャネルに混合されます。

図 7-13 VTG から Chicago Bonds および New York Bonds

図 7-14 に、Chicago Bonds から New York Bonds へのトラフィック フローを示します。

図 7-14 Chicago Bonds から VTG および New York Bonds

トラフィックが VTG（図 7-13）から送られてくるか、または Chicago Bonds（図 7-14）から送られて

くるかは、VTG の設定によって異なります。VTG は、チャネルまたはユーザまたはその両方を含む場

合があります。VTG がチャネルのみ（Chicago Bonds と New York Bonds プロキシ）で作成されてい

る場合、シカゴのユーザには、IDC または Cisco Unified IP Phone 上に VTG チャネルが表示されませ

T1 0/0:1
239.192.21.17

VTG

T1 0/1:1
239.192.21.5
New York Bonds
Proxy

239.192.21.17
VTG

239.192.21.5
New York Bonds
Proxy
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ん。さらに、Chicago Bonds チャネル上のシカゴのユーザ、または New York Bonds チャネル上の

ニューヨークのユーザは、自分が VTG 内にいることを認識しません。シカゴのユーザは、Chicago 
Bonds チャネルで送受信を行い、ニューヨークのユーザは、New York Bonds チャネルで送受信を行い

ます。VTG チャネルから送受信するトラフィックのみ、Chicago RMS の内部になります。

Chicago Bonds チャネルに関連付けられたユーザが VTG 内に配置される場合、VTG が、その IDC ま
たは Cisco Unified IP Phone に表示されます。次にユーザは、Chicago Bonds チャネルまたは VTG 
チャネルのいずれかをアクティブ化します。VTG チャネルをアクティブ化すると、そのトラフィック

は VTG マルチキャスト アドレスに送信され、Chicago RMS 上で Chicago Bonds および New York 
Bonds プロキシ チャネルに混合されます。New York Bonds に関連付けられたユーザはニューヨーク 
ロケーションに存在し、VTG がシカゴの RMS 上で混合されるため、New York Bonds に関連付けられ

たユーザが VTG に配置されることはありません。

このソリューションは対称型です。VTG は、ニューヨークのロケーションで New York Bonds チャネ

ルを使用して、Chicago Bonds プロキシで作成することもできます。このケースでは、Cisco IPICS 
は、Chicago RMS の代わりに New York RMS を使用し、その動作は前に示した例と同じになります。

ユニキャスト接続トランクの設定 

ここでは、ユニキャスト接続トランクで M1:U12:M2 Chicago および New York Stocks と Bonds のシ

ナリオを有効にするのに必要な、手動 RMS 設定について説明します。

図 7-15 は、シカゴとニューヨーク間で設定する必要のあるユニキャスト接続トランクのコンポーネン

トを示しています。

図 7-15 ユニキャスト接続トランクのコンポーネント

ダイヤル番号（LMR、IDC、または Cisco Unified IP Phone からのもの）は存在しないため、

connection trunk digits コマンドを使用して、ダイヤル番号を内部的に生成し、また VoIP ダイヤル ピ
アと一致させます。また、connection trunk コマンドは、RMS ルータ間で固定 VoIP コールを設定し

ます。次の設定例では、RMS 上で T1 リソースを使用することを想定し、また T1 ポートが次のように

設定されていると想定しています。

controller T1 0/0
framing esf
clock source internal
linecode b8zs
cablelength short 133
ds0-group 0 timeslots 24 type e&m-lmr
ds0-group 1 timeslots 1 type e&m-lmr
…
ds0-group 23 timeslots 23 type e&m-lmr

RMS 上で T1 リソースを使用している場合、Cisco IPICS は、接続トランクで使用される DS0 を使用

しないように設定する必要があります。
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次の設定例では、0/0 および 0/1 上で RMS T1 ループ バックからの DS0 リソースを使用するため、音

声ポートを明示的にブロックして、Cisco IPICS サーバによって動的に割り当てられるのを防止する必

要があります。DS0 をブロックするには、Cisco IPICS 管理コンソールを使用して、Chicago RMS 内
でポート 0/0:2 を無効にし、また New York RMS 内でポート 0/0:0 を無効にします（手順については、

『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 4.0(2)』の「Viewing and Configuring Loopbacks」
の項を参照してください）。DS0 が予約済みの状態の場合、RMS は、それらを動的に割り当てようと

しません。

（注） RMS を手動で設定する前に、RMS DS0 リソースが無効になっていることを確認してください。無効

になっていない場合には、RMS が手動の設定を上書きする可能性があります。

次の表は、Chicago RMS および New York RMS コンポーネント内の接続トランクの U1 部分と U2 部
分を設定するのに必要な手動設定について説明しています。Session Target フィールドで、RMS 名の

代わりにそれぞれの RMS Loopback0 IP アドレスを使用します。

次の表は、M1:U12:M2 接続トランクの M1 の部分を有効にするために、New York RMS で音声ポート

とダイヤル ピアのエントリを設定するのに必要な手動コマンドを示しています。

次の表は、M1:U12:M2 接続トランクの M2 の部分を有効にするために、Chicago RMS で音声ポート

とダイヤル ピアのエントリを設定するのに必要な手動コマンドを示しています。

シカゴ ユニキャスト U2

voice-port 0/1:2
timeouts call-disconnect 3
voice-class permanent 1
connection trunk 1000 answer mode

dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 1000
session target ipv4:New York RMS (U2)
codec g729r8 bytes 20 (Default)
voice-class permanent 1
ip qos dscp cs5 media

dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 2000
port 0/1:2 

ニューヨーク ユニキャスト U1

voice-port 0/0:0
timeouts call-disconnect 3
voice-class permanent 1

connection trunk 2000

dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 2000
session target ipv4:Chicago RMS (U1)
codec g729r8 bytes 20 (Default)
voice-class permanent 1
ip qos dscp cs5 media

dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 1000
port 0/0:0

ニューヨーク マルチキャスト音声ポート

voice-port 0/1:0
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2001

ニューヨーク マルチキャスト ダイヤル ピア M1

dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 2001
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.3:21000

(New York Bonds M1)
codec g711ulaw
voice-class permanent 1
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接続トランクの検証

次の出力は、RMS 内で接続トランクのステータスの確認に使用できる Cisco IOS コマンドを示してい

ます。この出力例では、使用されているダイヤル ピアが示されており、またトランク接続が接続状態

であることが示されています。

New York#show voice call status
CallID CID ccVdb Port DSP/Ch Called # Codec Dial-peers
0xF 11F0 0x6772A350 0/0:0.24 0/13:1 2000 g729r8 2/1
0x11 11F3 0x67729198 0/1:0.24 0/13:3 2001 g711ulaw 0/3
2 active calls found

Chicago#show voice call summary | i TRUNKED
0/1:2.24 g729r8 y S_CONNECT S_TRUNKED
0/0:2:0.24 g711ulaw y S_CONNECT S_TRUNKED

ユニキャスト接続トランクに関する帯域幅の考慮事項

Hoot & Holler 混合アルゴリズムについては第 2 章「Cisco IPICS コンポーネントの考慮事項」に、帯

域幅に関する考慮事項については第 4 章「Cisco IPICS インフラストラクチャの考慮事項」に、それぞ

れ説明があります。1 つのユニキャスト接続トランクに必要な帯域幅の要件を決定するには、1 つの音

声ストリームの帯域幅要件について、表 4-2（P.4-6） を参照してください。

たとえば、G.729 コーデックを使用すると、ペイロード サイズ 20 バイト、VAD での cRTP では、7.3 
kbps が必要になります。

この計算は、1 つの接続トランクの帯域幅に対するものです。複数の接続トランクを使用する場合、こ

の数にトランクス数を乗算します。

マルチキャストの特異点

マルチキャストの特異点は、マルチキャスト アイランド シナリオの限定的なケースです。サイト間で

は、マルチキャスト ルーティングが有効になっていません。サイト内では、マルチキャストは、Cisco 
IPICS 固有のデバイスである RMS、LMR ゲートウェイ、IDC、および Cisco Unified IP Phone でのみ

有効になっています。これらの Cisco IPICS デバイスは、図 7-16 に示すように、マルチキャストの特

異点に存在します。

シカゴ マルチキャスト音声ポート

voice-port 0/0:2
voice-class permanent 1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 1001

シカゴ マルチキャスト ダイヤル ピア M2

dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 1001
session protocol multicast
session target ipv4:239.192.21.5:21000

(New York Bonds Proxy M2)
codec g711ulaw
voice-class permanent 1
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図 7-16 マルチキャストの特異点

特異点は、GRE トンネル経由のマルチキャスト（図 7-17 に示す）を使用するか、または M1:U12:M2 
接続トランク（図 7-18 に示す）を使用して接続できます。

Cisco I
Use

RMS

GW

Cisco IPICS Server
and Users

= Multicast

RMS

Core
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図 7-17 GRE トンネルでのマルチキャスト特異点

図 7-18 M1:U12:M2 接続トランクでのマルチキャスト特異点

Cisco IPICS Server
and Users

Cisco IPICS
Users= Multicast

Multicast over
GRE Tunnel

RMS

RMS

GW

GW

Unicast
Core

Cisco IPICS Server
and Users

Cisco IP
Users= Multicast

M1:U12:M2
Connection Trunk

RMS

RMS

GW

GW

GW

Unicast

Unicast
Core
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GRE トンネル経由のマルチキャストは、マルチキャスト アイランドのシナリオと同じですが、ゲート

ウェイ ルータがマルチキャスト用に有効ではないため、ゲートウェイ ルータの間ではなく RMS ルー

タ間でトンネルを設定しなければならない点が異なります。

M1:U12:M2 接続トランクの設定は、マルチキャスト アイランドのシナリオと同じです。いずれの場合

でも、RMS ルータ間でトランクを設定する必要があります。

マルチキャスト特異点には、次のルールが適用されます。

1. すべての RMS ゲートウェイと LMR ゲートウェイが、マルチキャスト特異点内に存在しければな

らない。つまり、これらのデバイスは、直接接続されたマルチキャスト対応 LAN 上になければな

らない。

2. マルチキャスト特異点内のすべてのユーザは、マルチキャストが有効なゾーン内に存在するため、

IDC または Cisco Unified IP Phone を使用できる。

3. マルチキャスト特異点の外側にいるユーザは、ロケーションとしてリモートを使用して接続する場

合には、IDC を使用できる。

4. Cisco Unified IP Phone はマルチキャストのみをサポートするため、マルチキャスト特異点の外側

にいるユーザは、Cisco Unified IP Phone を使用できない。

同じサイト内に複数のマルチキャスト特異点を持つことができます。そして、これらの特異点は、

GRE トンネル経由のマルチキャストで接続できます。このソリューションは、構成のポリシーによっ

て異なります。
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高遅延および低帯域幅での相互接続

Cisco IPICS は、衛星リンクなど、高遅延および低帯域幅または可変帯域幅のリンクを含む環境をサ

ポートしています。これらのタイプの環境では、ユーザの地理的なロケーション、天候条件、およびそ

の他の干渉により、接続が不安定になる可能性があります。Cisco IPICS は、このような動的に変動す

る帯域幅のシナリオを補い、モバイル動作のサポートを強化します。

Cisco IPICS は、次の配置シナリオをサポートします。

• 中央サイト サーバ ソリューション：中央サイトにインストールされた Cisco IPICS サーバ、およ

びリモート サイトにインストールされた分散型 Router Media Service（RMS; ルータ メディア 
サービス）とエンド ユーザ クライアント コンポーネントをサポートします。

• リモート ロケーション ソリューション：M1:U12:M2 トンネルによって接続された 2 つのリモー

ト サイトへの、Cisco IPICS サーバ、RMS、およびエンド ユーザ クライアントの配置をサポート

します。

• リモート IDC ソリューション：中央サイトの Cisco IPICS サーバと分散化 RMS、およびリモート 
サイトのエンド ユーザ IDC クライアントをサポートします。

（注） この配置シナリオでは、IDC の [Settings] > [Channels] メニューで、[Optimize for low 
bandwidth] 設定を使用してリモート IDC クライアントを設定する必要があります。この配置

シナリオで使用する IDC の設定方法の詳細については、『Cisco IPICS IDC Installation and 
User Guide, Release 4.0(2)』の「Configuring the IDC Application」の章を参照してください。

M1:U12:M2 トンネリング テクノロジーによって、これらの配置シナリオが可能になります。これらの

配置シナリオの詳細については、「サポートされる配置ソリューション」（P.8-1）を参照してください。

この章は、次の項で構成されています。

• 「サポートされる配置ソリューション」（P.8-1）

• 「要件とサポート情報」（P.8-4）

• 「Cisco IPICS サーバに対する追加設定の実行」（P.8-5）

• 「パフォーマンスのガイドライン」（P.8-9）

サポートされる配置ソリューション
Cisco IPICS の拡張機能は、次の各項で説明する配置ソリューションをサポートします。

• 「中央サイト サーバ ソリューション」（P.8-2）

• 「リモート ロケーション ソリューション」（P.8-3）
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• 「M1:U12:M2 の設定例」（P.8-3）

中央サイト サーバ ソリューション

中央サイト サーバ ソリューションでは、Cisco IPICS サーバは中央サイトに配置されます。また、

RMS は、IDC およびその他のエンド ユーザ クライアントとともに、高遅延、低帯域幅で接続される

リモート サイトに分散されます。この場合、Cisco IPICS サーバは、分散型 RMS を制御する必要があ

ります。また、中央サイトのディスパッチャは、フィールドのリモート IDC クライアントと通信でき

るようにする必要があります。

この配置ソリューションにより、高遅延、低帯域幅リンクで RMS をリモート制御できるようになりま

す。中央サイトの RMS と離れた場所にある RMS 間の通信は、M1:U12:M2 接続トランクのサポート

によって行うことができます。

また、M1:U12:M2 接続トランクは、IP Phone XML サービスと IDC クライアントがサイト間で通信を

行うための機能も提供しています。

（注） M1:U12:M2（マルチキャスト 1：ユニキャスト 1 ～ユニキャスト 2：マルチキャスト 2）は、2 つのマ

ルチキャスト アイランド間のユニキャスト接続パスを提供します。M1:U12:M2 接続トランクは、一方

のネットワーク上でマルチキャストをユニキャストにマップし、ユニキャスト Voice over IP（VoIP）
コールとしてユニキャスト Wide Area Network（WAN; ワイド エリア ネットワーク）上で転送します。

次に、もう一方の接続先で、ユニキャストをマルチキャストに変換します。つまり、マルチキャスト 1 
は、ユニキャスト 1 とユニキャスト 2 の間の接続を使用して、マルチキャスト 2 に接続されます。すべ

てのマルチキャスト トラフィックを転送する Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング 
カプセル化）トンネルとは対照的に、M1:U12:M2 は、トランク上で設定されたマルチキャスト トラ

フィックのみ転送します。

この配置に適用される追加設定については、「Cisco IPICS サーバに対する追加設定の実行」（P.8-5） を参

照してください。

警告

中央サイト サーバ配置ソリューションを使用する場合は、次の点に注意してください。

• すべての RMS コマンドは高遅延、低帯域幅リンクでフローするため、このソリューションではス

ループットが低下し、応答時間が遅くなります。

• RMS に関連する動作によっては、3 分以上時間がかかる場合があります。スループットには、

VTG に含まれているアクティブなチャンネル数、RMS で使用されている DS0 数、およびサイト

間で通信を行っている IDC ユーザ数などの要因に基づいた考慮事項があります。この制限は、高

遅延、低帯域幅リンクに対する Transmission Control Protocol/Internet Protocol（TCP/IP; 伝送制

御プロトコル /インターネット プロトコル）の固有制限から発生します。この配置ソリューション

を使用する際の、RMS 設定の更新情報については、「RMS 設定の更新」（P.8-5）を参照してくだ

さい。

• 中央サイトにローカル ルータがインストールされていない場合は、Address Resolution Protocol
（ARP; アドレス解決プロトコル）コマンドを設定して、ARP タイマーの値を大きくすることによ

り、RMS に到達可能な状態を維持する必要がある場合があります。詳細については、「ARP コマ

ンドの調整」（P.8-6）を参照してください。

• このシナリオでは、RMS と Cisco IPICS サーバの自動同期メカニズムを無効にする必要がありま

す。したがって、これらのコンポーネントを手動で同期する必要があります。手動で実行する必要

がある設定の詳細については、「RMS コンパレータの無効化」（P.8-6）および 「設定のマージ」

（P.8-6）を参照してください。
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• 帯域幅を節約するには、[IDC Log Upload Frequency] を無効にする必要があります。詳細につい

ては、「IDC Upload Activity Log Frequency の無効化」（P.8-7）を参照してください。

• M1:U12:M2 接続トランクは、中央サイトとリモート サイト間の専用帯域幅を消費しますが、

G.729 コーデックにコード変換することによって、帯域幅を 適化することができます。

• この配置ソリューションは、リモート ロケーションでの IP Phone XML サービスの使用をサポー

トしません。IP Phone XML サービスは、中央サイトでのみ使用可能です。

• IDC による、リモート ロケーションへの直接アクセスはサポートされていません。IDC クライア

ントはリモート サイトまたは中央サイトに置くことができますが、複数のサイトにまたがってリ

モート接続することはできません。

リモート ロケーション ソリューション

リモート ロケーション ソリューションでは、Cisco IPICS サーバ、RMS、IDC、およびその他のエン

ド ユーザ クライアントが、2 つのリモート サイトに配置されます。これらのリモート サイトをつなぐ

高遅延、低帯域幅リンクにより、通信フローが可能になります。

この配置により、固定 M1:U12:M2 トンネルの使用による通信が可能です。固定 M1:U12:M2 トンネル

は、各リモート サイトの各 RMS でホストされるチャンネル間で、各チャンネルが他のサイト上でミ

ラーリングされる形で設定されます。

また、M1:U12:M2 接続トランクは、IP Phone XML サービスと IDC クライアントがサイト間で通信を

行うための機能も提供しています。

この配置に適用される追加設定については、「Cisco IPICS サーバに対する追加設定の実行」（P.8-5）を

参照してください。

警告

リモート ロケーション配置ソリューションを使用する場合は、次の点に注意してください。

• M1:U12:M2 接続トランクは、リモート サイト間の専用帯域幅を消費しますが、G.729 コーデック

にコード変換することによって帯域幅を 適化できます。

• それぞれ独自の RMS を制御する複数の Cisco IPICS サーバを使用する場合、チャンネルを定義す

るときに、VTG が重複しないよう注意する必要があります。各チャンネルは、他のリモート サイ

ト上でミラーリングされているため、各サイトで同じ VTG を使用すると、サイト間でオーディオ 
ループが発生します。

• この配置では、中央サイトまたはリモート サイトのいずれかで、IP Phone XML サービスのサポー

トが提供されます。IP Phone XML サービスは、配置されるサイトに対してローカルである必要が

あります。

• IDC による、リモート ロケーションへの直接アクセスはサポートされていません。IDC クライア

ントはリモート サイトまたは中央サイトに配置できますが、複数のサイトにまたがってリモート

接続することはできません（配置されたサイトに対してローカルである必要があります）。

M1:U12:M2 の設定例

次の表に、M1:U12:M2 接続トランクのマルチキャスト部分の設定例を示します。

M1:U12:M2 接続トランクのユニキャスト部分の設定方法を示す詳細な例については、第 7 章「Cisco 
IPICS 配置モデル」を参照してください。

次の設定例でトンネルされている 2 つのマルチキャスト アドレスは、239.192.21.3:21000 と 
239.192.21.5:21000 です。
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要件とサポート情報
表 8-1 に、M1:U12:M2 接続トランクの M1 の部分を有効にするために、RMS ロケーション 1 で音声

ポートとダイヤル ピアのエントリを設定するのに必要な手動コマンドを示します。

表 8-2 に、M1:U12:M2 接続トランクの M2 の部分を有効にするために、RMS ロケーション 2 で音声

ポートとダイヤル ピアのエントリを設定するのに必要な手動コマンドを示します。

要件とサポート情報
Cisco IPICS は、次のレベルのサポートを提供します。

• 遅延： 大 3 秒のエンドツーエンドの遅延に対するサポートを提供します。

• パケット損失： 大 10% のネットワーク経由のパケット損失をサポートします。

• ジッタ バッファ：ネットワーク上で 250 ms までの 大ジッタをサポートできます（バースト遅延

をサポート）。

表 8-1 RMS ロケーション 1 の設定

RMS ロケーション 1 音声ポートの設定

RMS ロケーション 1 マルチキャスト ダイヤル ピ
ア M1 の設定

voice-port 0/0:1
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay mode adaptive
playout-delay maximum 250
playout-delay minimum high
playout-delay nominal 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2001

dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 2001
session protocol multicast
session target

ipv4:239.192.21.3:21000
(RMS M1)

codec g711ulaw vad aggressive

表 8-2 RMS ロケーション 2 の設定

RMS ロケーション 2 音声ポートの設定

RMS ロケーション 2 マルチキャスト ダイヤル ピ
ア M1 の設定

voice-port 0/0:2
auto-cut-through
lmr m-lead audio-gate-in
lmr e-lead voice
no echo-cancel enable
playout-delay mode adaptive
playout-delay maximum 250
playout-delay minimum high
playout-delay nominal 100
no comfort-noise
timeouts call-disconnect 3
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 1001

dial-peer voice 3 voip
destination-pattern 1001
session protocol multicast
session target

ipv4:239.192.21.5:21000
(RMS M2)

codec g711ulaw vad aggressive
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• リンクの停止：一時的なリンク停止へのサポートを提供します。これにより、IDC からの接続が中

断された場合、その接続が再び有効になるまで、自動的に接続が維持されます（IDC ユーザは、こ

の停止を通知されません）。

• 帯域幅：M1:U12:M2 接続トランク経由で設定された、1 チャンネル当たり 64 kbps の帯域幅をサ

ポートします。

警告

初めて IDC がサーバにログインすると、チャンネルが無効になっているという内容のエラー メッセー

ジが表示されます。このエラーは、接続の時間の遅延によって発生します。このエラーを解消するに

は、[OK] をクリックします。サーバがこのタスクを完了すると、IDC 上にチャンネルが表示されます

（このタイミングは、遅延によって異なる場合があります）。

Cisco IPICS サーバに対する追加設定の実行
中央サイト サーバまたはリモート ロケーション配置ソリューションを使用する場合は、次の追加設定

が必要です。

• 「RMS 設定の更新」（P.8-5）

• 「ARP コマンドの調整」（P.8-6）

• 「RMS コンパレータの無効化」（P.8-6）

• 「設定のマージ」（P.8-6）

• 「IDC Upload Activity Log Frequency の無効化」（P.8-7）

RMS 設定の更新

中央サイトまたはリモート ロケーション配置ソリューションを使用する場合、Cisco IPICS で設定さ

れ、高遅延、低帯域幅の接続で使用されるすべての RMS を更新する必要があります。この設定の更新

により、接続のたびに 大 TCP 発信キューが変更されます。

大 TCP 発信キューを変更するには、各 RMS で次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Router# configure terminal

ステップ 2 大 TCP 発信キューを 100000 パケットに設定するには、次のコマンドを入力します。

Router(config)# ip tcp queuemax 100000

ステップ 3 設定を保存するには、次のコマンドを入力します。

Router(config)# write mem

ステップ 4 ルータ コンフィギュレーション モードを終了するには、次のコマンドを入力します。

Router# exit
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ARP コマンドの調整

中央サイト サーバ ソリューションを使用する場合で、中央サイトに設置されたローカル ルータがない

場合、サーバの ARP タイマー値を大きくする必要がある場合があります。サーバと RMS がイーサ

ネットで接続され、高遅延リンクで区切られている場合、この調整によってタイムアウトを防止し、

サーバと RMS 間が到達可能であることを保証します。

ARP タイムアウトや ping 応答時間で問題が発生した場合は、Cisco Technical Assistance Center
（TAC）に問い合わせてください。

RMS コンパレータの無効化

RMS コンパレータは、RMS の応答性のチェック、および設定が変更されている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

この同期のメカニズムは遅延に影響することがあるため、RMS コンパレータは手動で無効にする必要

があります。RMS コンパレータを無効にするには、次の手順を実行します。

（注） この変更はグローバルな変更であり、サーバに設定されたすべての RMS コンパレータに適用されま

す。

手順

ステップ 1 システム管理者として、Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2 Administration Console で [Administration] > [Options] を選択します。

ステップ 3 [General] タブで、[RMS] ペインの [Disable RMS Comparator] チェックボックスをオンにします。

この変更により RMS コンパレータが無効になり、実行されません。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

ステップ 5 [RMS] ペインで、[Disable RMS Comparator] チェックボックスがオンになっており、[RMS Polling 
Frequency] フィールドがグレー表示になっていることを確認します。

設定のマージ

RMS コンパレータを無効にした後、設定をマージして、ルータとサーバが同期していることを確認す

る必要があります。

（注） RMS を手動で変更するたびに、RMS 設定を確実にマージすることを推奨します。このプロセスによ

り、コンポーネントが同期されます。VTG のアクティブ化など、何らかの設定を変更する前に、この

手順を実行してください。

設定をマージするには、次の手順を実行します。
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手順

ステップ 1 Cisco IPICS 管理コンソールから、[Configuration] > [RMS] を選択します。

ステップ 2 管理の必要な RMS に対応す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 リストから [Merge] を選択して、RMS 設定をマージします。

プロセスが完了するまで待ちます。Cisco IPICS によって、変更内容が [Edit Router Details] 領域に表

示されます。

IDC Upload Activity Log Frequency の無効化

帯域幅を節約するには、IDC Log Upload Frequency を無効にする必要があります。IDC Upload Log 
Frequency を無効にするには、次の手順を実行します。

（注） この変更はグローバルな変更であり、サーバに接続するすべての IDC クライアントに適用されること

に注意してください。

手順

ステップ 1 システム管理者として、Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2 Cisco IPICS 管理コンソールから、[Administration] > [Options] を選択します。

ステップ 3 [IDC] タブをクリックして、IDC 設定オプションにアクセスします。

[Configuration] ペインで、[Disable IDC Activity Log Upload] チェックボックスをオンにします。

この変更により、IDC ログ アップロード メカニズムが無効になるので、このサーバに接続した IDC ク
ライアントは、サーバへのログのアップロードを行いません。

ステップ 4 [Save] をクリックして変更を保存します。

ステップ 5 [Configuration] ペインで、[Disable IDC Activity Log Upload] チェックボックスがオンになっているこ

と、および [IDC Send Logs on Rollover]、[IDC Activity Log Update]、[IDC Log Upload Frequency] 
フィールドがグレー表示されていることを確認します。

Internet Explorer のブラウザ設定の調整

高遅延、低帯域幅の接続を使用する場合、12 個以上のループバック インターフェイスで設定された任

意の RMS の RMS 設定の更新を試みると、ブラウザのタイムアウト エラーが発生する場合がありま

す。

この問題を解決するには、ご使用の PC で Internet Explorer の設定を変更し、タイムアウト時間を調整

する必要があります。この設定は、受信タイムアウト データ値を変更して、さらに遅延させることが

できます。
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注意 レジストリの変更を行うときは、十分に注意してください。レジストリの編集について十分な知識

がない場合は、この手順を実行する前に、テクニカル サポート担当者のサポートを受けてくださ

い。誤ってレジストリを変更すると、オペレーティング システムの再インストールが必要になる場

合があります。したがって、レジストリの変更を行う前にバックアップを行い、問題が発生した場

合のレジストリの復元方法を確認してください。

ヒント レジストリのバックアップ、復元、および変更方法の詳細については、Microsoft サポート サイトで 
Microsoft Knowledge Base の Microsoft Windows レジストリの説明を検索してください。

受信タイムアウトのデータ値を変更するには、PC で、Cisco IPICS 管理コンソールへのアクセスで使

用する、次の手順を実行してください。

手順

ステップ 1 管理コンソールへのアクセスで使用する PC で、[Start] > [Run] を選択します。

ステップ 2 [Open] ダイアログボックスで、regedit と入力します。

レジストリ エディタが表示されます。

ステップ 3 [HKEY_CURRENT_USER] エントリの横に表示された [+] の記号をクリックします。

現在ログインしているユーザの、ルート設定情報を含むフォルダが表示されます。

ステップ 4 各フォルダ名の横に表示された [+] 記号をクリックし、

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ フォルダを開きます。

ステップ 5 Internet Settings フォルダの横に表示された [+] 記号をクリックします。

この時点で、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings フォルダに移動しています。

ステップ 6 Internet Settings フォルダで、ReceiveTimeout という名前を探します。

ステップ 7 この設定を変更するには、ReceiveTimeout の名前を右クリックし、[Modify] をクリックします。

[Edit DWORD Value] ダイアログボックスが表示されます。現在の DWORD 値が 16 進形式で表示され

ます。

または、[Delete] をクリックして、ReceiveTimeout の名前を削除することもできます。この操作を行

うと、サーバの応答を無期限に待たなければならない可能性があることに注意してください。

ステップ 8 [Decimal] オプション ボタンをクリックし、値を 10 進形式で表示します。

ステップ 9 この値を高遅延、低帯域幅リンク用に推奨された設定に変更するには、[Value Data] フィールドに値 
480000 を入力します。

この変更により、タイムアウト値が 8 分に設定されます。

ステップ 10 [OK] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 11 レジストリ エディタを終了するには、[Registry] > [Exit] を選択します。

ステップ 12 変更を有効にするために、PC を再起動します。
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パフォーマンスのガイドライン
次のガイドラインに注意してください。

• 各 RMS は、VTG のアクティブ化、VTG の非アクティブ化、および IDC SIP（リモート）接続な

ど、あらかじめ定義された数のコマンドをサポートできます。RMS が受信するコマンド数がこの

しきい値を超える場合、しきい値を超えたコマンドが失敗し、コマンドを再送信する必要がありま

す。

• 高遅延、低帯域幅の配置では、各チャネルまたは VTG のアクティブ化を 3 回行うごとに 1 分半の

間隔をおいてください。

• 5 つのディスパッチャがコマンドを送信する場合、または同じディスパッチャが複数のコマンドを

送信する場合には、新しいコマンド要求を再送信する前に 1 分半の待ち時間が割り当てられます。

• 一定の負荷条件では、シンプルな VTG コマンドごとに平均約 18 秒の頻度を 2811 ルータ（RMS 
コンポーネント）に割り当てる必要があります。上記の平均負荷条件をサポートするために、追加

の RMS コンポーネントをインストールする必要があります。
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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 Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インター
フェイス）。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 ワイヤレス通信メディアのための標準。P25 Phase I の標準規格では、
Frequency Division Multiple Access（FDMA; 周波数分割多重アクセス）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。

Cisco IPICS サーバ Cisco IPICS システムの基幹機能を提供します。Cisco IPICS サーバ ソフトウェアは、所定の Cisco 
Media Convergence Server（MCS）プラットフォームおよび Cisco Multiservices Platforms（MSP）
の Linux オペレーティング システム上で動作します。このサーバ ソフトウェアはインシデント管理
フレームワークの管理用 GUI を備えており、ユーザ、チャネル、VTG のための動的リソースを管理
できます。また、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
行を担当する Cisco IPICS ポリシー エンジンを内蔵しています。

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
（CallManager）

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（CallManager）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。
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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。

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。または耳と口（Ear and Mouth）の略。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。

F

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。
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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。

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 クライアント PC で実行する画面上のインターフェイスにより IPICS リソースの管理とインシデント
の制御ができるようにする Cisco IPCS のコンポーネント。このアプリケーションを使用すると、
ユーザは、無線、電話、モバイル デバイス、あるいは PC により他のユーザと通信したり、VTG や
インシデントに参加したり、さまざまなリソース（チャネル、無線、インシデント、VTG など）を
管理および操作したり、さらにさまざまな他のアクティビティを実行したりすることができます。

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。

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 管理コンソール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。

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 で使用される暗号キーと認証キーの生成に 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。

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
理とモニタリングが含まれます。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
されている暗号キーを、無線周波数を通じて更新または変更できます。
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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 デンス モードと PIM スパース モードという 2 つのモードで運用
できます。

PIM スパース モード 2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM スパース 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。スパース 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。スパース 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。「スパース モード PIM」ま
たは「PIM SM」と呼ばれることがあります。

PIM デンス モード 2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM デンス 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。デンス 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。デンス 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。「デンス 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ワイヤレス通信を指
します。

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。
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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、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）
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。

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。
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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。

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。

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、Cisco IPICS 管
理コンソールの [VTG Management] 領域からディスパッチャが 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。

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

Virtual Talk Group（VTG; 仮想トーク グループ）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。
GL-8
Cisco IPICS Release 4.0(2) 用のソリューション リファレンス ネットワーク デザイン（SRND）

OL-24067-01-J



 

Glossary
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。

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 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。

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。

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 IDC で作成し、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。

インシデント VTG インシデントの一時的なトーク グループ。

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。

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。
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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。

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。
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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。

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。

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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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モニタします。

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。

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。
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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。

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）。

セキュア チャネル 無線の Common Air Interface（CAI; 共通無線インターフェイス）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属性。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。
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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。

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 エンジン ス
クリプト

Telephony User Interface（TUI; テレフォニー ユーザ インターフェイス）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。

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 Time-Division Multiplexing（TDM; 時分割多重）と Frequency-Division Multiplexing（FDM; 周
波数分割多重）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 管理コンソール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。
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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。

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 フォルダ チャネルの論理グループ。

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。

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 およびイベントをモニタし、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。
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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 IDC において、トラフィックの伝送中であることを示します。

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。

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
ネルのモニタ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 Central Office（CO; セントラル オフィス）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。
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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。

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、一意のルールの集合。

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。

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。
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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。

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。

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 Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話交換網）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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Glossary
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。

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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