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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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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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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。最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
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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。
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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

1

カテゴリ 5 のカラー
コード

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

無線接続

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

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 ブラウン

アース

アース）

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。
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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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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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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 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。状況に最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最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最初に、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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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。
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

11

カテゴリ 5 のカラー
コード

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

無線接続
接続されていない状態

バッテリ）

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 ブラウン

アース

アース）
1. この設定には適用されません。

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。最終的な 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。

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）
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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最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最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、無線で最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
最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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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。
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

1

カテゴリ 5 のカラー
コード

無線接続

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

Signal Battery（SB; 信号

バッテリ）

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 ブラウン

アース

アース）
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最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最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、無線で最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
最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
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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
は最大 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。
表 3-4

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

送信 F4

0 dB

40 ミリ秒

送信 F5

0 dB

40 ミリ秒
40 ミリ秒

1250 Hz
1150 Hz

送信 F6

0 dB

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

1050 Hz

（注）

一般的なトーン制御周波数

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。
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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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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

ディスクリプタ ファ
イル

IDC ユーザが制御するす 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

IDC ユーザが制御するす トーン制御無線を備えている Cisco IPICS の配置
べてのトーン制御無線の では、IP ネットワークへのマルチキャスト接続を

マンドが定義されて
いる E&M 音声ポー
ト ダイヤル ピア

使用例

べてのトーン制御無線の
場合

場合

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

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
でマルチキャスト スト
し、ループバックの一方の端で受け取るマルチ
リームを送信した結果と 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
して生成する必要があ
る、インバンド オーディ バックの他方の端に対して送信されます。ループ
オ トーン シーケンスの バックの他方の端は、トーン制御無線に接続され
場合。
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。

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。
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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 がサーバから最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
（P.3-43）を参照してください。
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）」

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）

図 3-13

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。
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
最新情報は、『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、最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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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）

Cisco IPICS インテグレーターからの情報

項目
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
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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

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
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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

機能 10 の持続期間
機能 10 のシーケンス
機能 10 の名前
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。
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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

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

ステップ 6

Wireshark の統計ウィンドウ

Wireshark の [RTP Streams] ウィンドウ

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

ステップ 7

Wireshark の [RTP Stream Analysis] ウィンドウ

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

ステップ 7

[Interpret Sample Format] ウィンドウ

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、シーケンス内の最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

（注）

[Waveform Statistics] の [General] ウィンドウ：平均 RMS 電力

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。

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）

3-38

OL-24067-01-J

第3章

Cisco IPICS LMR ゲートウェイの設定
Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定

• 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、最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、
ユーザが最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最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。

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）

3-40

OL-24067-01-J

第3章

Cisco IPICS LMR ゲートウェイの設定
Cisco IOS LMR ゲートウェイの設定

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。
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
1

1

カテゴリ 5 のカラー
コード

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

無線接続
接続なし

バッテリ）

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

8

1

Signal Ground（SG; 信号 ブラウン

接続なし

アース）
1. この設定には適用されません。

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
!
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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
1

1

カテゴリ 5 のカラー
コード

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

無線接続
接続なし

バッテリ）

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

ヒント

グリーン

RX オーディオ

E リード

白 / ブラウン

接続なし

6
7

1

8

1

Signal Ground（SG; 信号 ブラウン

接続なし

アース）
1. この設定には適用されません。
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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
（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
一周波数の 2 線トーン制御設定」
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。
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
11

21
3

1

4
5

ルータ機能

カテゴリ 5 のカラー
コード

無線接続

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ
バッテリ）

接続なし

M リード

白 / オレンジ

接続なし

リング

白 / グリーン

接続なし

リング 1

ブルー

TX および RX オーディオ

チップ 1

白 / ブルー

TX および RX オーディオ

6

1

ヒント

グリーン

接続なし

7

1

E リード

白 / ブラウン

接続なし

8

1

Signal Ground（SG; 信号 ブラウン

接続なし

アース）
1. この設定では使用されません。

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
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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
!
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
!
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
!
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
!
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
!
voice-port 1/0/0:9
voice-class permanent 1

Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

Bridge (Disabled in Cisco IPICS)
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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
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2101
description Tone Control
!
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
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2101
description Tone Control
!
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
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2101
description Tone Control
!
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
timing hookflash-in 0
timing hangover 80
connection trunk 2101
description Tone Control
!

3

1750 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

3

1650 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

3

1550 Radio Bridge (Disabled in Cisco IPICS)

3

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
!
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
!
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
!
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
!
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

(Disabled in Cisco IPICS)

(Disabled in Cisco IPICS)

(Disabled in Cisco IPICS)

(Disabled in Cisco IPICS)

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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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

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。
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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、最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、使用の優先順が最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。最後の 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最低 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最適
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最適化
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最大 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最大 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。
：8 ポート
• Cisco「オクトパス」ケーブル（Cisco 部品番号 72-4023-01 または CAB-HD8-ASYNC）
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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：8 ポート
• Cisco「オクトパス」ケーブル（Cisco 部品番号 72-4023-01 または CAB-HD8-ASYNC）
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。

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）

3-62

OL-24067-01-J

第3章

Cisco IPICS LMR ゲートウェイの設定
シリアル無線制御

手順
ステップ 1

最後のコール 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最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最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、無線で最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
最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
『Cisco IPICS
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、
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最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。
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

（注）

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

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。最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。
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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。
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

11

カテゴリ 5 のカラー
コード

Signal Battery （SB; 信号 オレンジ

ルータ機能
接続なし

バッテリ）

21

M リード

白 / オレンジ

接続なし

リング

白 / グリーン

接続なし

リング 1

ブルー

TX および RX オーディオ

チップ 1

白 / ブルー

TX および RX オーディオ

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 ブラウン

3

1

4
5
6

1

アース

アース）
1. この設定では使用されません。

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最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最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、無線で最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
最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
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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
codec g711ulaw
vad aggressive

radio channel to be recorded }
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