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C H A P T E R 4
PMC アプリケーションの使用

この章では、PMC アプリケーションへのログイン、アプリケーションからのロ

グアウト、チャネル インタラクションとユーザ インタラクション、関連する注

意事項、メニューへのアクセス、およびエンドユーザ機能の使用など、PMC の

使用方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

• PMC アプリケーションへのログイン（P.4-2）

• PMC アプリケーションの使用（P.4-14）

• PMC アプリケーションからのログアウト（P.4-50）
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PMC アプリケーションへのログイン
PMC ユーザとして、PMC アプリケーション経由で Cisco IPICS サーバにログイ

ンすると、PMC アプリケーションへの 初のログインが実行されます（ 初の

ログインでは、Cisco IPICS サーバが使用可能になっていることが必要です）。サー

バは、以降の PMC ログインがサーバを介さずに行えるように、ユーザのログイ

ン クレデンシャルを検証します。 

PMC の起動およびログインの詳細については、P.2-15 の「PMC アプリケーショ

ンの起動」を参照してください。

ここでは、PMC へのログインについて説明し、次の項を扱います。

• PMC の使用上のガイドライン（P.4-2）

• ライセンス情報（P.4-7）

• サーバと PMC のログイン シーケンス インタラクション（P.4-7）

PMC の使用上のガイドライン

（注） Cisco IPICS は、リリース 2.1(1) を実行する Cisco IPICS サーバでの PMC リリー

ス 2.1(1) の使用だけをサポートします。

ここでは、PMC の使用上のガイドラインについて説明し、次の項を扱います。

• PMC の使用上のヒント（P.4-3）

• PMC の使用上の接続のヒント（P.4-3）

• ログインに関する注意事項（P.4-5）

• PMC パスワードに関する注意事項（P.4-6）
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PMC の使用上のヒント

Cisco IPICS PMC を も効果的に使用するためのヒントを、次に示します。

• 高品質のマイクロフォンを使用し、PMC の使用を開始する前にオーディオ

デバイスの配置と設定を確認します。音声の 適化の詳細については、P.2-8
の「PMC のオーディオの 適化」を参照してください。

• 特定の PMC 機能（ラッチ、複数選択、アラート トーン、DTMF、および All
Talk など）を使用できるかどうかは、サーバでの設定によって異なります。

詳細については、P.4-23 の「エンドユーザの機能およびインタラクション」

を参照してください。

• 使用できる音声チャネルは、ユーザに割り当てられていてユーザの PMC に
表示されるものだけです。

• チャネルがアクティブになると、PTT ボタンが強調表示されて色が変化しま

す（詳細については、P.4-20 の「チャネル / 状態」、P.4-49 の「ユーザ チャ

ネル アクティビティのインタラクション」、P.3-19 の「設定可能なサーバ ア
トリビュート」およびを参照）。

• チャネル上で発言するには、発言する前に Push-to-Talk（PTT）ボタンをク

リックして押したままにします。

• 発言は短めに行い、他の Cisco IPICS ユーザの発言に重ならないように受信

インジケータを監視します。

ヒント 必ず PTT チャネル ボタン上の受信インジケータで PMC トラフィック
を監視し、他の Cisco IPICS ユーザの発言に重ならないようにします。
受信インジケータがアクティブを示しているときは、トラフィックを
受信しています。トラフィックの受信中に発言しても、相手に聞こえ
ない可能性があります。

PMC の使用上の接続のヒント

Cisco IPICS PMC を確実に接続するのに役立つヒントを、次に示します。

• PMC を起動する前に、ネットワーク接続を確立し、IP アドレスが有効であ

ることを確認します。
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• リモート ロケーションを使用する接続の場合、PMC が Router Media Service
（RMS; ルータ メディア サービス）への接続を確立できることを確認します。

詳細については、P.8-27 の「RMS に対する PMC 接続の問題のトラブルシュー

ティング」を参照してください。

• Cisco VPN Client が PMC クライアント マシンにインストールされている場

合、「Stateful Firewall (Always On)」オプションを無効にします。無効にしな

いと、SIP およびマルチキャスト接続が正しく動作しない場合があります。

詳細については、P.8-18 の「VPN 接続のトラブルシューティング」を参照し

てください。

• PMC を Windows XP で正しく動作させるには、ファイアウォール設定を修正

して、PMC が必要なプロトコルを送受信できるようにする必要がある場合

があります。詳細については、P.8-22 の「Windows XP ファイアウォールに

対する PMC の使用方法」を参照してください。

• ネットワーク制限により、一部の PMC クライアント マシンで音声を送信で

きない場合があります。このような場合は、Cisco IPICS の接続先のリモート

ロケーションを選択します。詳細については、P.8-24 の「マルチキャスト通

信の問題のトラブルシューティング」を参照してください。

• サーバ ステータス接続インジケータやその他の接続インジケータで、接続

情報を監視します。詳細については、P.6-2 の「Cisco IPICS の回復のサポー

ト」を参照してください。

• クライアント マシンでドッキング ステーションまたはプラグ着脱可能な

オーディオ デバイスを使用している場合は、PC をドッキング解除する前に、

PMC クライアントを終了してオーディオ デバイスを取り外します。この作

業を行わないと、PC が応答しなくなり、リブートが必要になる場合があり

ます。 

• Cisco IPICS サーバには、PMC の接続方法を決めるためのロケーション情報

が格納されています。 適な接続とより高品質な音声のために、PMC にロ

グインするときに 適なロケーションを使用します。ロケーションを選択し

ても音声トラフィックが聞こえない場合は、チャネル上で音声が聞こえるよ

うになるまで、別のロケーションを選択します。詳細については、P.3-22 の
「ロケーション サポート」を参照してください。

• 有線接続と無線接続が両方ともアクティブになっていて、リモート以外のロ

ケーションを選択した場合は、無線接続を無効にするか、PMC が有線接続

に割り当てられている IP アドレスを使用することを確認します。詳細につ

いては、P.8-15 の「IP アドレス変更の解決」を参照してください。
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ログインに関する注意事項

この項では、本リリースの Cisco IPICS に適用されるログインに関する注意事項

を説明し、P.4-6 の「PMC パスワードに関する注意事項」でパスワードに関する

注意事項についても説明します。PMC をオフライン モードで使用する方法につ

いては、P.4-8 の「PMC オフライン モードに関する注意事項」を参照してくださ

い。

• Cisco IPICS システムでは、開くことができる PMC アプリケーションのイン

スタンスは 1 つだけで、クライアント マシンで一度に PMC アプリケーショ

ンにログインできるユーザは 1 人だけです。 

• 別の PMC ユーザがすでにログインしている PMC クライアント マシンにロ

グインする必要がある場合、 初のユーザがまずアプリケーションからログ

アウトする必要があります。

• 1 人の PMC ユーザが同時にログインできる PMC アプリケーションの数に制

限はありません。ただし、Cisco IPICS がサポートするのは、直通双方向チャ

ネル機能および直通ダイヤル チャネル機能で使用された、 新の PMC イン

スタンスだけです。詳細については、P.4-32 の「直通双方向チャネルを使用

した PMC ユーザとの通信」を参照してください。

• 有効な Cisco IPICS ユーザであれば何人でも同じ PMC アプリケーションを

使用できますが、同時に使用することはできません。P.4-7 の「ライセンス

情報」を参照してください。

• PMC アプリケーションは、PMC インストール ファイルをダウンロードする

ときに使用された、デフォルト サーバとして設定済みのサーバにログイン

できます。または、プライマリ サーバが使用不能になった場合に、代替サー

バにログインできます。代替サーバへのログインの詳細については、P.4-9
の「PMC のログイン手順」を参照してください。
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PMC パスワードに関する注意事項

システムにログインするときに使用する PMC パスワードに関する注意事項を、

次に示します。

無効なログイン試行

次のガイドラインは、アカウント ロックアウト機能に適用されます。

• パスワードの入力を複数回誤り、サーバで設定されている無効なログイン試

行の 大回数を超えるような場合、ユーザ アカウントがロックされること

があります。この場合、ユーザはシステムにログインできなくなります。シ

ステム管理者にユーザ アカウントのロックを解除してもらうように警告す

るメッセージが表示されます。

• すでに PMC にログインしている間に無効なログイン試行が 大回数を超え

た場合、現在のセッションではパスワードの使用を継続できます。ただし、

ユーザ アカウントのロックが解除されるか、パスワードがリセットされる

まで、今後のログインはできません。

• オフライン モードで PMC にログインしている間に無効なログイン試行が

大回数を超えた場合、オンライン モードに戻った後も、そのパスワードの

使用を継続できます。ただし、ユーザ アカウントのロックが解除されるか、

パスワードがリセットされるまで、今後のログインはできません。

パスワードの期限切れ

次のガイドラインは、パスワードの期限切れ機能に適用されます。

• パスワードが期限切れになっても PMC へのログインを試行すると、PMC は
メッセージを表示して警告します。この場合、パスワードを変更するまで、

PMC はシステムへのログインを許可しません。パスワードを変更するには、

Cisco IPICS サーバにログインして Home > My Profile に移動し、古いパス

ワードと新しいパスワードを入力する必要があります。サーバにアクセスで

きない場合は、システム管理者にお問い合せください。

• PMC にログイン中にパスワードが期限切れになった場合、PMC は、現在の

セッションでそのパスワードの使用を許可します。次にログインするまで

に、パスワードを変更する必要があります。

• オフライン モードで PMC にログイン中にパスワードが期限切れになった場

合、PMC は、オンライン モードに戻った後もそのパスワードの使用を許可

します。次にログインするまでに、パスワードを変更する必要があります。
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ライセンス情報

Cisco IPICS サーバは PMC ID を使用して PMC のバージョン番号を追跡し、PMC

の同時に使用できるライセンス要件を検証します。

Cisco IPICS は次の基準を使用して、PMC ユーザのライセンス使用数を決定しま

す。

• Cisco IPICS PMC の使用：一人の PMC ユーザは、PMC セッション ログイン

ごとに 1 つのライセンスを使用します。 

同一 PMC ユーザが別々の PMC クライアント マシンから複数の PMC セッ

ションにログインした場合、そのユーザは複数のライセンス（PMC セッショ

ンごとに 1 つのライセンス）を使用することになります。

（注） すべての Cisco IPICS ライセンスが使用されている場合、システムへのア
クセスは中断されます。このような状況が発生した場合、追加のユーザ
ライセンスを購入し、ただちにインストールするようにシステム管理者
に依頼してください。

サーバと PMC のログイン シーケンス インタラクション

PMC にログインし、サーバと PMC の接続が有効になると、ログイン要求はセ

キュアな Web（HTTPS）接続経由で Cisco IPICS サーバに処理されます。 

ヒント サーバへの接続が有効かどうかは、PMC に表示されるサーバ ステータス接続イ

ンジケータで確認できます。PMC がサーバに接続されている場合、緑色のイン

ジケータが表示されます。PMC がサーバに接続されていない場合、赤色のイン

ジケータとアラート アイコンが表示され、接続されていないことがわかります。

このインジケータをクリックすると、Status メニューが開き、Cisco IPICS サーバ

の IP アドレスが表示されます。この接続インジケータの詳細については、P.5-9
の「Status メニューの使用方法」を参照してください。

サーバと PMC の接続が有効でない場合、PMC クライアント マシン上でローカ

ルなログインが許可され、オフライン モードでサーバに接続できます。P.4-8 の

「PMC オフライン モードに関する注意事項」を参照してください。
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（注） サーバへの接続がオフラインになった場合でも、それまでにサーバへのログイン

が 1 つ以上成功していれば、PMC アプリケーションにログインできます。サー

バ アクセスが復旧したら、サーバに再接続されます。

ここでは、PMC ユーザの 初のログイン シーケンスについて説明し、次の項を

扱います。

• PMC オフライン モードに関する注意事項（P.4-8）

• PMC のログイン手順（P.4-9）

PMC オフライン モードに関する注意事項

サーバへの接続がオフラインになると、PMC はオフライン モードに入ります。

オフライン モードでは、サーバがダウンしている間も通信を継続できます。 

（注） また PMC には、サーバへの接続が切断された場合にユーザに警告が行われるよ

うに、サーバ ステータス接続の可視インジケータも備わっています。 

次の注意事項は、PMC オフライン モードに適用されます。

• PMC をオフラインで使用するには、サーバへのログインが少なくとも 1 つ
は成功している必要があります（PMC がサーバに接続できない場合、以前

の接続で取得したキャッシュされている情報が使用されます）。

• PMC の実行中にサーバがオフラインになった場合、サーバが使用不能であ

ることを警告するメッセージが表示されます。PMC は現在のチャネルのリ

ストを使用して、オフライン モードに入ります。

• PMC をオフライン モードで使用している場合、Settings > Status メニューに

表示される Cisco IPICS サーバ アドレスは、ユーザが接続を試みた、現在オ

フラインになっているサーバの IP アドレスを示すことがあります。このよ

うな場合、構成情報には 後にログインが成功したサーバが反映されていて

も、サーバ ステータスが「disconnected」と表示されることがあります。
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• PMC を起動したときにサーバがオフラインになっている場合、メッセージ

が表示されて警告します。PMC は、 後のオンライン セッションから、チャ

ネル リストを使用してオフライン モードに入ります（接続タイプによって

は、一部のチャネルが動作しなくなることもあります）。

• サーバがオンライン状態に復帰した後、ユーザが PMC へのログインを試行

すると、無効ユーザ エラーまたは無効なパスワード エラーが発生すること

があります。サーバ データベースの復旧中に PMC が接続を試行した場合に、

このような状況になることがあります。この場合、サーバ データベースが

完全に復旧するまで、ログイン ダイアログボックスが数回表示されます。

• PMC がオフライン モードで動作している間にユーザ ID が削除された場合、

ユーザ名が無効であることを通知するメッセージが表示されます。その後

PMC はログアウトし、通常の起動ログイン ダイアログボックスが表示され

ます。

• PMC の実行中に RMS エントリが変更された場合、SIP チャネルが切断され

ることがあります。PMC は、サーバへのログインが成功した後、更新され

たチャネル リストと新しく割り当てられた SIP チャネルを取得します。

サーバをオンラインにするために必要な操作の詳細については、P.3-9 の「Cisco

IPICS サーバの役割」を参照してください。

PMC のログイン手順

PMC アプリケーションにログインするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 デスクトップ上の PMC アイコンをダブルクリックするか、Start > Programs > 

Cisco IPICS > PMC に移動し、アプリケーションを起動します。

Cisco IPICS ログイン プロンプトが表示されます。 

ステップ 2 PMC にログインするには、次の情報を入力します。

a. サーバの IP アドレスまたはサーバのホスト名（または、ドロップダウン リ
スト ボックスからサーバの IP アドレスを選択します）。

b. ユーザ名

c. パスワード
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d. OK をクリックします。

プライマリ サーバに接続できない場合は、ステップ 3 に進みます。

ヒント ログイン ユーザ名およびサーバ ホスト名は、大文字と小文字を区別し
ません。つまり、これらの名前は大文字または小文字のどちらかで入
力します。ただし、パスワードは大文字と小文字を区別します。

PMC は Cisco IPICS サーバにログインし、セキュアな HTTPS 接続でログイン情

報を送信します。

• ログインが成功すると、引き続きローカル ログインが可能です。

• PMC アプリケーションがサーバと通信できなかったためにログインが失敗

し、失敗通知を受信した場合、PMC にローカル ログインすることができま

す。ただし、そのためには Cisco IPICS サーバへのログインが成功している

必要があります。または、代替サーバ（使用可能な場合）にログインできます。

（注） Cisco IPICS サーバから切断された場合、PMC は現在の状態、つまり既存
の音声チャネルで動作を続行します。ただし、サーバとの接続が再び確
立されるまで、チャネル リストに対する変更は一切通知されません。

ステップ 3 プライマリ サーバにアクセスできない場合、選択可能な代替サーバが存在する

場合は、次の手順を実行して代替サーバに接続します。

a. 代替サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力（または、ドロップダウン
リスト ボックスから代替サーバの IP アドレスを選択）し、ユーザ名および
パスワードを入力します。

b. OK をクリックします。

ヒント 次に PMC を起動すると、 後に接続に成功したサーバの IP アドレス
がデフォルト サーバとして表示されます。
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代替サーバへの接続の詳細については、P.6-2 の「Cisco IPICS の回復のサポート」

を参照してください。

（注） パスワードの入力を複数回誤り、サーバで設定されている無効なログイ
ン試行の 大回数を超えるような場合、ユーザ アカウントがロックされ
ることがあります。この場合、ユーザ アカウントのロックを解除しても
らうようシステム管理者に依頼してください。

ステップ 4 ログインが成功すると、Cisco IPICS サーバは PMC のバージョン番号をチェック

します。

PMC の更新がダウンロード可能な場合、メッセージが表示されて通知されます。

更新がオプションの場合、後で PMC をアップグレードするよう選択できます。

詳細については、P.2-28 の「オプションのアップグレードの実行」を参照してく

ださい。

PMC のバージョンの非互換性が検出された場合、すぐにアップグレードを実行

するように警告するメッセージが表示されます。詳細については、P.2-30 の「必

須アップグレードの実行」を参照してください。

PMC のバージョンが 新の場合、サーバは、ユーザ ID に関連付けられているロ

ケーションのリストを送信します。

ステップ 5 デフォルト ロケーションおよび PMC のバージョンをドロップダウン リストか

ら選択し、OK をクリックします。

（注） PMC のバージョン ドロップダウン リスト ボックスには、サーバと互換
性のある PMC バージョンが表示されます。このドロップダウン リスト
ボックスに表示されるロケーション情報は、Cisco IPICS サーバで設定さ
れます。ロケーション情報がオプションとして表示されない場合は、シ
ステム管理者にお問い合せください。

ステップ 6 PMC はロケーション情報をサーバに送信し、設定の更新を要求します。
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（注） PMC は、ログイン シーケンスごとにロケーションを 1 回設定しますが、
サーバも PMC から受信した更新によってロケーション情報を処理でき
ます。

ログインが完了してロケーションが設定されると、サーバは PMC セッション情

報を保持し、PMC ごとにサーバ上のセッションが 1 つだけ存在するようにしま

す。

ステップ 7 PMC は、可視チャネル /VTG の個人設定されたリストをサーバから取得します。

（注） PMC にはさまざまなチャネル状態が表示されます。たとえば、チャネル
上の伝送機能がサーバによって無効にされている場合、チャネルは選択
不可になります。詳細については、P.3-19 の「設定可能なサーバ アトリ
ビュート」を参照してください。

ステップ 8 PMC アプリケーション上の Activate ボタンをクリックし、チャネルまたは VTG

を直接参加させてオーディオ ストリームを聞きます。

ヒント PMC で SIP ベース（ユニキャスト）チャネルが使用可能になった直後
に Activate ボタンをクリックした場合、RMS がチャネルの設定を完了
していないとビジー トーンが聞こえることがあります。このような場
合は、Activate ボタンをクリックして、チャネルを非アクティブにし
ます。次に、数秒待ってから、Activate を再度クリックして、チャネ
ルを再度アクティブにします。チャネルのアクティブ化の問題の詳細
については、P.8-29 の「チャネルのアクティブ化に関する問題の識別」
を参照してください。

PMC がサーバに接続されると、PMC アプリケーション上のチャネルがアクティ

ブになり、アクティブ状態であることを示す強調表示になります。
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ステップ 9 PTT ボタンをクリックし、押したままにして発言します。

チャネルが強調表示され、トラフィックの伝送中であることを示す色に変化しま

す。

（注） チャネルが選択不可になっている場合、トラフィックは伝送されません。
たとえば、マイクロフォンを消音して PTT ボタンをクリックした場合
や、ネットワーク伝送問題がある場合、PMC のチャネルは選択不可にな
り、伝送が行われていないことを示します。

ステップ 10 発言が完了したら、マウスの左ボタンを放し、聞き取り専用モードに戻ります。

受信インジケータが、トラフィックの受信中であることを示す緑色に点滅します

（このインジケータは、受信伝送が終了したあとも数秒間点灯しています）。

ヒント 複数のチャネル上で同時に発言するには、発言するチャネルを選択し、
All Talk チャネルをクリックして押したままにします。また、PTT ラッ
チ機能を使用することもできます（いずれの機能にも、ユーザ権限が
必要です）。ラッチ機能の使用方法の詳細については、P.4-19 の「ラッ
チ機能の使用」を参照してください。 

関連項目

• アーキテクチャ / 配置（P.1-22）

• PMC アプリケーションの管理およびアップグレード（P.2-19）

• オプションのアップグレードの実行（P.2-28）

• 必須アップグレードの実行（P.2-30）

• ライセンス情報（P.4-7）
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PMC アプリケーションの使用
ここでは、PMC アプリケーションの使用方法およびさまざまなインタラクショ

ンについて説明し、次の項を扱います。

• オンライン ヘルプへのアクセス（P.4-14）

• PMC ボタンのアクティブ化（P.4-15）

• VTG への参加（P.4-15）

• 動的設定（P.4-16）

• チャネル インタラクション（P.4-17）

• エンドユーザの機能およびインタラクション（P.4-23）

• トラフィック アクティビティ（P.4-46）

オンライン ヘルプへのアクセス

PMC のオンライン ヘルプにアクセスするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 デスクトップに表示されている PMC ウィンドウの上にカーソルを合せます。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行し、オンライン ヘルプにアクセスします。

• PMC 上に表示されている Menu ボタンをクリックし、Help をクリックしま

す。

• PMC インターフェイス内を右クリックして Settings をクリックし、Help を
クリックします。

• F1 を押してオンライン ヘルプにアクセスします。

PMC オンライン ヘルプ情報が表示されます。
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PMC ボタンのアクティブ化

18 チャネル拡張コンソールまたは 36 チャネル無線コンソール スキンを使用し

ている場合、各チャネルには送受信フィードバック付きの PTT チャネル ボタン、

オンとオフを切り替えるアクティベーション コントロール ボタン、チャネル選

択チェックボックス、音声再生コントロール、ボリューム コントロール、ボ

リューム インジケータ、およびラッチ コントロール インジケータ（チャネルが

サーバでラッチ可能に設定されている場合で、ユーザに権限がある場合）が備

わっています。無線コンソールには、伝送時に点滅するインジケータもありま

す。ラッチ機能の使用方法の詳細については、P.4-19 の「ラッチ機能の使用」を

参照してください。

18 チャネル拡張コンソール上に表示されるボタンの図と説明については、図 1-1

を参照してください。

36 チャネル無線コンソール上に表示されるボタンの図と説明については、図 1-2

を参照してください。

PMC には、各チャネルの音量を個別に制御する機能があります。音量スライド

バーは、特定のチャネルが他のチャネルと混合した場合の音声出力レベルを制御

します。

音量インジケータ バーに表示される音量レベルは、使用している特定の PMC ス

キンの精度によって、表示が多少異なることがあります。

キー マッピングを設定している場合、マウスの代わりに、割り当てられている

キーを使用して伝送できます。割り当てられているキーは、マッピングされてい

るチャネルごとに表示されます。

VTG への参加

PMC にログインし、ディスパッチャが参加先の VTG を作成した場合、PMC は、

VTG に関する情報が含まれているチャネル リストを Cisco IPICS サーバから取

得します。PMC は自動的にリフレッシュし、更新されたチャネルを表示します。

VTG に参加するには、Activate ボタンをクリックします（サーバによって伝送機

能が無効にされていない場合、PMC アプリケーション上のチャネルはアクティ

ブになり、アクティブ状態であることを示す強調表示になります）。
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強調表示された PTT チャネル ボタンをクリックし、押したままにして発言しま

す。これにより、マルチキャスト ストリーム上の伝送が有効になります。発言

が完了したら、マウスの左ボタンを放し、聞き取り専用モードに戻ります。

さまざまなチャネル状態の詳細については、P.4-18 の「エンドユーザとチャネル

とのインタラクション」を参照してください。

図 4-1 は、PMC ユーザとのインタラクションを示しています。

図 4-1 PMC ユーザとのインタラクション

動的設定

この項では、Cisco IPICS サーバが PMC アプリケーションに実行する動的設定に

ついて説明します。また、PMC の更新手順についても説明します。

Cisco IPICS サーバが PMC の設定を管理しているため、ユーザが設定作業を実行

する必要はありません。サーバの設定には、システム レベルの PMC 設定、マス

ター スキン配信、ユーザ設定、およびチャネル定義とチャネルごとに許可され

ているアクションなどの情報が含まれています。

一般に、PMC はすべての設定データやチャネル接続データを Cisco IPICS サーバ

から取得しますが、Settings メニューに表示される使用可能なオプションを選択

することで、ユーザが PMC スキンを変更できます。Settings メニューへのアクセ

スについては、P.5-2 の「PMC スキンの設定」を参照してください。

Cisco IPICS

RMS

LMR

PMC

PMC 
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PMC には、Cisco IPICS サーバに対して設定変更があるかどうかをチェックする

機能があります（サーバがオンラインの場合）。アプリケーション ステータスが

変化した場合、PMC はセキュアにサーバに接続し、現在の状態を更新します。

PMC は、各 PMC ユーザのために、ステータス要求を定期的にサーバに送信しま

す。このステータス要求によって、ユーザ設定を更新する必要があるかどうか

や、サーバが PMC に対して特定のコマンド（update など）を実行するよう要求

しているかどうかを判断します。ユーザ レベルの更新は、有効な PMC ユーザが

PMC アプリケーションにログインしたときにだけ行われます。

チャネル インタラクション

ここでは、PMC のチャネル インタラクションについて説明します。

次の項を扱います。

• 大チャネル数のサポート（P.4-17）

• エンドユーザとチャネルとのインタラクション（P.4-18）

最大チャネル数のサポート

今回のリリースでは、36 チャネル無線コンソールを使用する場合、 大 36 個の

チャネルがサポートされます（PMC では 大 50 個のチャネルの割り当てが可能

ですが、同時にアクティブにできるのは 36 個のチャネルだけです）。このサポー

トには、1 つまたは複数のチャネル上で同時に受信や発言する機能も含まれてい

ます。

サポートする 大チャネル数は、スキンによって異なります。これらのスキンの

説明については、P.5-3 の表 5-1 を参照してください。

PMC スキンの設定の詳細および手順については、P.5-2 の「PMC スキンの設定」

を参照してください。
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（注） • 受信や伝送が可能なチャネルは、ユーザに割り当てられ、PMC クライアン

ト上で表示可能なチャネルに限られます。 

• サポートされている 大チャネル数よりも多くのチャネルが割り当てられ

ている場合で、18 チャネル拡張コンソール スキンを使用している場合、表

示可能なチャネルは、そのチャネルが以前 PMC 上に表示されたことがある

かどうかによって決まります。つまり、Cisco IPICS は 後に表示された 18
個のチャネルの表示を有効にします。そのため、18 個以上のチャネルが割

り当てられていると、新しいチャネルが割り当てられても、そのチャネルが

まだ表示されたことがない場合、PMC 上に表示されません。割り当てられ

ているチャネルが以前に表示されたことがある場合は、PMC 上に表示され

ます。

• チャネルの順序変更機能を使用すると、必要なチャネルが表示されるよう

に、特定のチャネルをスキンのチャネル制限数の後ろに移動することができ

ます。チャネルの順序変更の詳細については、P.4-31 の「チャネルの順序変

更」を参照してください。

エンドユーザとチャネルとのインタラクション

Cisco IPICS スタンドアロン アプリケーションとしての PMC の主な目標は、PMC

ユーザが複数の PTT オーディオ チャネル上で簡単に通信できるようにすること

です。

PMC 構造では、複数のチャネルや異なるチャネル タイプとのインタラクション

を簡単で 適に行うことができます。ディスパッチャがユーザに割り当ててアク

ティブにしたすべてのチャネル タイプが、PMC 上に表示されます。ユーザは

PMC の Activate ボタンをクリックすることにより、割り当てられたチャネルを

選択してアクティブにできます。

ここでは、次の項を扱います。

• PMC のチャネルの外観（P.4-19）

• ラッチ機能の使用（P.4-19）

• チャネル / 状態（P.4-20）



4-19
Cisco IPICS PMC インストレーション ユーザ ガイド

OL-12991-01-J

第 4 章      PMC アプリケーションの使用

PMC アプリケーションの使用

PMC のチャネルの外観

PMC のチャネルの外観に関する注意事項を、次に示します。

• PMC 上でブループリント モードで表示されるチャネルは、そのチャネル

/VTG が使用可能で、アクティブ化の待機中であることを示しています。 

• チャネルが無効になっている場合、そのチャネルをアクティブにすることは

できません（ボタンは表示されません）。

• チャネル上の伝送機能がサーバによって無効にされている場合、PMC の
チャネルは選択不可になります。

• チャネルが選択不可になっている場合、トラフィックは伝送されません。た

とえば、マイクロフォンを消音して PTT ボタンをクリックした場合や、ネッ

トワーク伝送問題がある場合、PMC のチャネルは選択不可になり、伝送が

行われていないことを示します。

ラッチ機能の使用

チャネルをラッチする機能は、サーバで設定されています。PTT ラッチ機能が有

効になっている場合、この機能を使用して、一度に複数のチャネル上で発言でき

ます。PTT チャネル ボタンをラッチまたはロック インするには、チャネルの右

側に表示されているラッチ インジケータをクリックします。または、PTT ボタ

ンの上にカーソルを合せ、Shift キーを押したままマウスの左ボタンをクリック

します。

チャネルがラッチされると、チャネルの右側にあるラッチ インジケータが強調

表示されます。発言するチャネルごとに、この操作を実行します。ラッチをクリ

アするには、Shift キーを押さずに PTT ボタンをクリックします。

ヒント PMC にフォーカスされていなくても、あるいは PMC がアクティブなアプリケー

ションでなくなっても、ラッチ機能には影響しません。このような場合、PMC
にフォーカスされていなくても、ラッチされたチャネルはラッチされたままで

す。

（注） Cisco IPICS は、PMC の All Talk チャネルのラッチはサポートしていません。
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いったんチャネルをラッチすると、次のいずれかのアクティビティが PMC で発

生するまで、チャネルはラッチされたままです。

• アラート トーンが送信されて伝送が完了する

• DTMF トーンが送信される

• All Talk チャネルを押してから放す

• チャネルが非アクティブになる、割り当てが解除される、またはラッチが無

効になる

• チャネルの PTT ボタンを押してから放す

• ラッチ インジケータを押してから放す

注意 ラッチ機能は、注意して使用してください。PTT ボタンをラッチすると、LMR
ゲートウェイ経由でデバイスをそのチャネルまたは VTG  に接続した場合、半二

重無線からの伝送が妨害されます。

チャネル / 状態

表 4-1 は、Cisco IPICS がユーザ インタラクションでサポートしているチャネル

/VTG の状態を示しています。

PTT ボタンに対して名前（ラベル）がサーバで設定されている場合、その名前

が、PMC の PTT ボタンの一部としてチャネル領域に表示されます。また、チャ

ネル タイプ インジケータとともに、サーバで設定されているその他の可視イン

ジケータも表示されます。

詳細については、P.3-17 の「チャネル情報」を参照してください。

ヒント チャネルが選択不可になっている場合、トラフィックは伝送されません。
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表 4-1 エンドユーザとチャネルとのインタラクションの状態

VTG/チャネル
状態 PMC ボタンの表示 説明

アクティブ化

中

Activate ボタンが強

調表示されている

Activate ボタンをクリックすると、この状

態になります。その他の PMC ボタンは、

システムがアクティブ化および接続を試

行するため、非アクティブ状態のままで

す。

（注） チャネル上の伝送機能がサーバに
よって無効にされている場合、
PMC のチャネルは選択不可にな
ります（PMC 上にボタンは何も表
示されません）。

アクティブ化 PTT チャネル ボタ

ンおよび音量イン

ジケータが強調表

示されている

この状態は、SIP（ユニキャスト）または

マルチキャスト チャネルが完全に動作可

能であることを示しています。

チャネルが有効でアクティブになってい

る場合、すべての PMC ボタンが使用可能

です。

非アクティブ

化

PMC のボタンは、

すべて強調表示が

解除される

再度 Activate ボタンをクリックする（チャ

ネルを非アクティブ化するため）か、接続

が終了すると、この状態になります。

チャネルが有効でもアクティブになって

いない場合、PTT チャネル ボタンはブ

ループリント モードで表示されますが、

Activate ボタンをクリックすると、チャネ

ルをアクティブにすることができます。
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無効 強調表示されてい

る PMC ボタンはな

く、チャネルをアク

ティブにできない

チャネルが無効になっている場合、その

チャネルは選択不可になって PMC ボタン

は一切表示されないため、チャネルをアク

ティブにすることはできません。ただし、

チャネルまたは VTG のラベルがサーバで

設定されている場合、そのラベルは表示さ

れます。

割り当て解除 強調表示されてい

る PMC ボタンはな

く、チャネルをアク

ティブにできない

割り当て解除されたチャネルは、PMC 上

で完全に空の状態で表示され、ボタンも

チャネル名も表示されません。割り当て解

除されたチャネルは、アクティブ化も使用

もできません。

聞き取り専用 PTT チャネルは選

択不可になってい

る

チャネルが聞き取り専用モードに設定さ

れている場合、そのチャネルは PMC 上で

選択不可になります。この場合、チャネル

上で聞くことはできますが、伝送はできま

せん。

セキュア すべての PMC ボタ

ンが機能している

PMC では、PTT チャネル上にインジケー

タを表示して、セキュアなチャネルを可視

的に示しています。このインジケータの位

置は、使用しているスキンによって異なる

ことがあります。

（注） Cisco IPICS はセキュアなチャネ
ルの設定はサポートしています
が、セキュアな VTG はサポート
していません。

表 4-1 エンドユーザとチャネルとのインタラクションの状態（続き）

VTG/チャネル
状態 PMC ボタンの表示 説明
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エンドユーザの機能およびインタラクション

この項では、次の PMC エンドユーザ機能およびインタラクションについて説明

します（一部の機能は、特定の PMC スキンでしか使用できないものがあります）。

ここでは、次の項を扱います。

• キーボード マッピングの使用（P.4-23）

• DTMF を使用したトーン生成（P.4-26）

• All Talk チャネルを使用した 1 つまたは複数のチャネルの選択（P.4-28）

• アラート トーンの再生（P.4-29）

• チャネルの順序変更（P.4-31）

• 直通双方向チャネルを使用した PMC ユーザとの通信（P.4-32）

• 直通ダイヤル チャネルを使用した電話ユーザとの通信（P.4-34）

• トーン制御された無線を使用した Cisco IPICS ユーザとの通信（P.4-36）

• 音声再生機能の使用（P.4-43）

キーボード マッピングの使用

Cisco IPICS では、キーボード マッピング機能を使用して、特定のキーを各チャ

ネルに割り当てることができます。この機能を使用すると、キーボード上のキー

を使用して、割り当てられたキーを押してチャネル上で伝送を行うことができま

す。このような制御は、PMC の特定のチャネルとマッピングしています。

Cisco IPICS では、フットスイッチや他の USB デバイスなど、キー ダウン イベ

ントとキー アップ イベントをシミュレートするデバイスの使用もサポートされ

ています（適切なキーを生成するように USB デバイスを設定する方法の詳細に

ついては、付属のマニュアルを参照してください。USB デバイスは、キーボー

ドのキーを押し続けた状態に相当するキー ホールド イベントをシミュレートで

きる必要があります）。 

（注） • Cisco IPICS では、キーボードとほぼ同様に機能するデバイスで、PMC がそ

のデバイスを認識するために特別なサポートを必要としないデバイスがサ

ポートされています。 

• このようなデバイスを使用するには、PMC がアクティブなアプリケーショ

ンになっている（フォーカスされている）か、フットスイッチ /USB デバイ

スによって PMC がフォーカスされるようにできる必要があります。 
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• フットスイッチ ペダルを押し続けたときにデバイスが複数のキー ダウン イ
ベントを生成し、次にペダルを放したときにデバイスがキー アップ イベン

トを生成できる必要があります（キーボードのキーを押し続けてから放す操

作をシミュレートするため）。

• デバイスおよびサポート アプリケーションが、「e」～「z」のキー、「Tab」
キーや「スペース」キーに相当するキー ダウン イベントおよびキー アップ

イベントを送信できる必要があります。 

チャネルにマッピングするには、「e」から「z」までの文字リストから文字を選

択します。このとき表示されるのは、まだチャネルへのマッピングに使用されて

いないキーだけです。 

ヒント Cisco IPICS では、同一のキーを複数のチャネルにマッピングすることができな

いため、マッピングを解除しない限り、チャネルにマッピング済みのキーを別の

チャネルへのマッピングに使用できません。

チャネルにマッピングしたキーを PMC から削除すれば、そのキーを別のチャネ

ルのマッピングに使用できるようになります。 

チャネルごとにキーを設定するには、Settings > Channels メニューに移動します。

詳細については、P.5-11 の「チャネル設定および詳細設定の設定」を参照してく

ださい。

キー マッピングをチャネルに定義すると、割り当てられたキーが、設定した各

チャネル上に表示されます。そのチャネル上で伝送する場合、マウスの代わり

に、割り当てられたキーを押し続けることができます。発言が終了したら、キー

を放します。

（注） 設定したキー マッピングは PMC クライアント マシンにローカルに保存され、そ

の PMC クライアント マシンにログインしてキー マッピング割り当てを設定し

た個々のユーザにのみ、適用されます。別の PMC クライアント マシンを使用す

る場合、キー マッピング割り当てを設定し直す必要があります。
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キーボード マッピングに関する注意事項

キーボード マッピングを使用することにより、次の PMC 機能とのインタラク

ションが可能になります。

• 特定の Windows イベントおよびアプリケーションによって、PMC から

フォーカスが移動する、つまり PMC がデスクトップ上でアクティブなアプ

リケーションでなくなることがあります。ポップアップ メッセージが表示

され、予測された PMC の操作が実行されなかった場合、フォーカスが変更

されることもあります。

－ 通常、伝送の開始に使用した方法が終了するまで（PTT ボタンを放す、

など）、伝送は続行します。ただし、マウス、キーボード、または USB
デバイスを使用してチャネル上で伝送を行っているときにフォーカス

が移動した場合、PMC アプリケーションがアクティブでなくなった

（フォーカスがなくなった）ことが検出されると、伝送は停止します。こ

の場合、PTT ボタンは、伝送が行われなくなったことを示す色に変わり

ます。マウスまたはマッピングされたキーを押し続けていても、このよ

うな伝送の中断は起こります。PMC にフォーカスが戻れば、伝送を再

開できます。

－ また、マッピングされたキーを押しながら、同時に PMC インターフェ

イス内でマウスを右クリックした場合にも、フォーカスが移ることがあ

ります。キー操作によって有効な PMC 機能が実行されなかった場合、

そのキーを放したとき、またはキーを押している間に、ビープ音が鳴る

ことがあります。このような音は、有効な PMC 機能を実行するキーを

押したときにも鳴ることがあります。たとえば、Settings メニューへの

ショートカットである「s」キーを押したときなどです。このような場

合、フォーカスのあるウィンドウが、押したキーの解釈を試みます。こ

れらの動作は、Windows オペレーティング システムの標準動作の一部で

あり、PMC からフォーカスが移ったときに発生します。

（注） All Talk チャネルまたは PTT チャネル ボタンを押す場合、PMC がアク
ティブなアプリケーションになっている必要があります。PMC のフォー
カスが移動し（アクティブなアプリケーションでなくなった）場合、伝
送は停止されます。ただし、チャネルがラッチされている場合は、伝送
は続行されます。
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• 音声を伝送するには、チャネル上の PTT ボタンをクリックするか押す、複

数選択チェックボックスをマウス、タッチ スクリーン クライアント、また

はマッピングされたキーでオンにする、特定のチャネルにマッピングされて

いるキーを押す、マッピングされたキーのエントリをシミュレートするデバ

イス（フットスイッチなど）を使用する、PMC の Windows コマンドライン

から CLI play コマンドを入力する、などいくつかの方法があります。 

これらの方法のいずれかを使用すると、伝送の開始に使用した方法が終了す

るまで、伝送は続行されます。つまり、マッピングされたキーを押し、同時

にマウスで PTT ボタンをクリックした場合、PTT ボタンを放しただけでは、

伝送は停止しません。伝送を停止するには、チャネルにマッピングされた

キーも放す必要があります。ただし、PMC に異なる動作をさせる機能を同

時に実行した場合は、この限りではありません。たとえば、マッピングされ

たキーを押してからマウスで PTT ボタンをクリックし、その後マッピング

されたキーを放すと、伝送は停止します。

• Dual Tone MultiFrequency（DTMF）トーン生成に使用できるキーと、キーボー

ド マッピングを使用してチャネルに割り当てられるキーは、相互に排他的

です。つまり、ASCII キーボードの場合、Cisco IPICS は DTMF 用に数字

キー、‘a’ ～ ‘d’ の文字キー、‘*’ 記号、および ‘#’ 記号をサポートしていま

す。‘e’ ～ ‘z’ の文字キーは、PTT キーボード マッピング用に予約されてい

ます。DTMF トーン生成の詳細については、P.4-26 の「DTMF を使用した

トーン生成」を参照してください。

DTMF を使用したトーン生成

この機能を使用して、一定時間の間、DTMF トーンを特定のチャネルに伝送でき

ます。Cisco IPICS は、インバンド シグナリングを使用した DTMF トーンをサ

ポートしています。つまり、DTMF トーン生成をサポートするキーを押すと、

Cisco IPICS は DTMF トーンを通常の音声伝送の一部として送信します。 

DTMF トーンを生成するには、次の手順を実行します。

1. チャネル選択チェックボックスで、伝送を行うすべてのチャネルをオンにし

ます。チャネル選択チェックボックスは、PMC のチャネルの左下に表示さ

れます。または、Select All（または複数選択）チェックボックスをオンにし

て、すべてのチャネルを選択します。このチェックボックスは、PMC スキ

ンの下にあります。

2. サポートされているキーの 1 つを押します。サポートされているキーは、

キーボード上の ‘0 ～ 9 の数字キー、‘a’ ～ ‘d’ の文字キー、および ‘*’ 記号と

‘#’ 記号です。 



4-27
Cisco IPICS PMC インストレーション ユーザ ガイド

OL-12991-01-J

第 4 章      PMC アプリケーションの使用

PMC アプリケーションの使用

（注） DTMF トーンは、キーを押し続けている間、インバンドで生成されます。

DTMF トーン生成に関する注意事項

DTMF トーンの使用に関する注意事項を、次に示します。

• Cisco IPICS は DTMF 用に数字キー、‘a’ ～ ‘d’ の文字キー、‘*’ 記号、および

‘#’ 記号をサポートしています。

• Cisco IPICS は、DTMF トーンを選択したチャネルにのみ送信します。

• DTMF トーンを伝送するには、PMC にフォーカスされている、つまり PMC
がデスクトップ上でアクティブなアプリケーションになっている必要があ

ります。DTMF トーンの伝送中に PMC のフォーカスがなくなった場合、伝

送は停止し、PTT ボタンが伝送が停止したことを示す色に変化します。PMC
にフォーカスが戻れば、伝送は再開します。

• G.729 コーデックでは、DTMF トーンおよびアラート トーンを適切に伝送で

きません。詳細については、P.4-29 の「アラート トーンの再生」を参照して

ください。

• PMC の空間ポジショニングを使用している場合、DTMF トーンを再生する

と、PMC 上で も高い位置にあるチャネルのみで聞こえます。PMC のチャ

ネルの位置情報は、Settings > Channels メニューで確認します。

• も高い位置にあるチャネルで伝送する権限が無効になった場合、選択した

他のチャネルで DTMF トーンの伝送が続行されても、再生する DTMF トー

ンは聞こえなくなります。

• ネットワークがダウンしているときに DTMF トーンの伝送を試みた場合、実

際には伝送されていなくても、送信者には DTMF トーンが聞こえます。こ

の場合、送信者に聞こえる DTMF トーンは、要求を確認するためのもので

あり、DTMF トーンが伝送されていることを示すものではありません。この

ような状況が発生すると、PTT チャネル ボタンは選択不可になり、伝送イ

ンジケータ（スキンに備わっている場合）は点滅せず、伝送が行われていな

いことを示します。さまざまな状態のチャネルの外観の詳細については、

P.4-20 の「チャネル / 状態」を参照してください。
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All Talk チャネルを使用した 1 つまたは複数のチャネルの選択

Cisco IPICS では、音声伝送用に PMC の 1 つまたは複数のチャネルを選択できま

す。1 つまたは複数のチャネルを選択するには、PMC のチャネルの左下に表示さ

れるチャネル選択チェックボックスをオンにします。この機能を使用すると、選

択した各チャネルのチェックボックスにチェック マークが表示されます。 

または、Select All（または複数選択）ボタンをクリックして、すべてのチャネル

を選択できます。このボタンは PMC スキンの下部にあり、All Talk チャネルを

使用して発言します。

チャネル選択チェックボックスをオンにする、または複数選択ボタンをクリック

して、音声伝送やアラート トーンの送信に使用するチャネルを選択します。ア

ラート トーンの詳細については、P.4-29 の「アラート トーンの再生」を参照し

てください。

複数選択に関する注意事項

複数選択機能の使用に関する注意事項を、次に示します。

• 次のような状況下では、複数選択ボタンがリセットされることがあります。

－ PMC スキンの再設定

－ チャネルの停止および再開

－ チャネルの再設定（聞き取り専用状態または無効状態）

－ チャネルの削除または再関連付け

• 複数のチャネルで同一の伝送を同時に行うと、チャネルの音声品質が低下す

ることがあります。このような音声品質の低下は、アラート トーンの再生

時に受信者が聞いてすぐにわかるものです。この問題を解決するには、音量

を下げるか、使用頻度の少ないチャネルを非アクティブにして、同一のア

ラート トーンを一度に 3 つ以上のチャネルに送信しないようにします。

• All Talk ボタンを使用した伝送中に PMC のフォーカスが移動した場合、PMC
がそのことを検出すると伝送が停止します。PMC にフォーカスが戻れば、伝

送を再開できます。
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アラート トーンの再生

このリリースの Cisco IPICS では、PMC に、アラート トーンが含まれている .wav

ファイル（以後アラート トーンと記述）をさまざまな Cisco IPICS ユーザに同報

配信できる機能があります。Cisco IPICS は、アラート トーンのセットをサーバ

に保存しています。アラート トーンのセットは ops ビューに関連しているため、

各 PMC ユーザが ops ビュー アソシエーションに基づいて表示できるトーンは 1

つだけです。ops ビューの詳細については、『Cisco IPICS Server Administration

Guide, Release 2.1(1)』を参照してください。

PMC にアラート トーンが含まれている場合、PMC の 1 つまたは複数のチャネル

でこれらのアラート トーンを再生できます。アラート トーンは、選択したチャ

ネルでのみ再生されます。

アラート トーンを再生するには、PMC のチャネルの左下に表示されるチャネル

選択チェックボックスをオンにして、まずチャネルを（1 つまたは複数）選択し

ます。それから、再生するアラート トーンを選択します。PTT チャネルが強調

表示され、伝送が行われていることが示されます。PMC にフォーカスがなくなっ

ても、アラート トーンの再生に影響はありません。つまり、PMC にフォーカス

がなくなった場合でも、アラート トーンの再生は続行します。

ヒント チャネル選択チェックボックスまたは複数選択チェックボックスをオンにして

1 つ以上のチャネルを選択しないと、アラート トーン ボタンは実際に PMC に表

示されません。

アラート トーンの再生は、再生が完了するか、ユーザが別のアラート トーンを

クリックするまで続行します。アラート トーンの再生を停止するには、チャネ

ルをいったん非アクティブにしてから再度アクティブにするか、アラート トー

ンのリストに stop tone がある場合はこれをクリックします。

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


第 4 章      PMC アプリケーションの使用

PMC アプリケーションの使用

4-30
Cisco IPICS PMC インストレーション ユーザ ガイド

OL-12991-01-J

（注） PMC アラート トーン機能には、互換性のあるアラート トーン ファイルの使用が

必要です。これらのファイルは、Pulse Code Modulation（PCM; パルス符号変調）

で符号化された .wav ファイルである必要があります。PCM は、アナログ信号を

デジタル化するサンプリング技法です。これらの .wav ファイルは、8 ビット モ
ノラル サンプル、8000 Hz サンプリング レートで合計 64 kbps の PCM 形式に符

号化されている必要があります。それ以上またはそれ以下のビット レートで動

作可能ですが、音声品質が劣化する場合があるため、Cisco IPICS は上記以外の

符号化やビット レートをサポートしていません（G.729 コーデックで使用される

ファイルは、符号化アルゴリズムのために音声品質が悪く聞こえることがありま

す。詳細については、P.3-26 の「コーデックのサポート」を参照してください）。

また、すべてのアラート トーンは、1 ミリワットに対して公称値 -20 デシベル

（dBm）まで符号化され、「割れるような音」や「カチっという音」を除去するか

小限にするために、偏向ゼロで開始および終了する必要があります。

アラート トーンの再生に関する注意事項

PMC 上でアラート トーンを使用する場合、次のことに注意してください。

• チャネルを選択して再生するトーンをクリックすると、そのチャネルでトー

ンの再生が開始します。トーンの再生中に同一のチャネル上で伝送を行った

場合、音声とトーンが混合されます。

• 伝送用に複数のチャネルを選択した後、その中の 1 つを選択解除して All
Talk チャネルをクリックして押し続けた場合、選択解除したチャネル上の伝

送は終了しますが、選択したままのチャネル上の伝送は続行します。

• トーンの再生中、伝送用に複数のチャネルを選択した後でその中の 1 つを選

択解除した場合、 初に選択したすべてのチャネル上でトーンの再生が続行

します。

• PMC では、アラート トーン再生機能、DTMF 入力、または Play コマンドの

いずれかを使用できます。つまり、アラート トーンの再生中に、同じチャ

ネル上で PMC.EXE -Play file [-line #] コマンドを起動した場合、そのチャネ

ル上のアラート トーンの再生はすぐに停止し、-Play コマンドの出力に置き

換えられます。DTMF ディジットを押すと、アラート トーンまたは -Play コ
マンドの出力はすぐに停止し、DTMF ディジットが送信されます。

• Cisco IPICS では PTT チャネル ボタンまたは All Talk チャネル ボタンの同時

使用がサポートされているため、再生されているトーンに重ねて発言するこ

とができます。
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• ユーザがアラート トーンを使用する権限を持っていない場合、サーバはア

ラート トーンを PMC クライアント マシンにダウンロードしません。この場

合、アラート トーン ボタンは PMC 上に表示されない、または無効になって

います。 

• アラート トーンへのアクセスがサーバによって制限されている場合、All 
Talk チャネル ボタンへのアクセスも同様に制限されます。

• PMC スキンで表示できる数よりも多くのアラート トーンがサーバから割り

当てられた場合、ポップアップ メッセージが表示されてユーザに警告しま

す。

• 複数のチャネルで同一の伝送が同時に行われると、音声品質が低下すること

があります。このような音声品質の低下は、アラート トーンの再生時に受

信者が聞いてすぐにわかるものです。この問題を解決するには、音量を下げ

るか、使用頻度の少ないチャネルを非アクティブにして、同一のアラート

トーンを一度に 3 つ以上のチャネルに送信しないようにします。

• PMC の空間ポジショニングを使用している場合、アラート トーンを再生す

ると、PMC で も高い位置にあるチャネルのみで聞こえます。PMC のチャ

ネルの位置情報は、Settings > Channels メニューで確認します。

• も高い位置にあるチャネルで伝送する権限が無効になった場合、選択した

他のチャネルでアラート トーンの伝送が続行されても、再生するアラート

トーンは聞こえなくなります。

チャネルの順序変更

PMC に表示されるチャネルの順序は、サーバによって指定されています。ただ

し、Settings > Channels メニューにアクセスして、PMC に表示されるチャネルの

順序や位置を変更することができます。

（注） 本リリースでは、サーバから受信した順序でチャネル セレクタ ボタンが表示さ

れます。PMC に表示されるチャネルの順序は変更できますが、無線スキンの無

線チャネルに表示されるチャネル セレクタ ボタンの順序は変更できません。
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チャネルの順序を変更することにより、表示したい順序にチャネルを配置するこ

とができます。たとえば、使用頻度の も高いチャネルが PMC の一番上に、

も低いチャネルが PMC の一番下に表示されるように、順序を変更できます。こ

の機能を使用すると、チャネル数のより少ないスキンを使用するようにできるた

め、PMC スキンの容量を 適化できます。

チャネルの順序変更の詳細については、P.5-11 の「Channels メニュー オプション

の設定」を参照してください。

直通双方向チャネルを使用した PMC ユーザとの通信

Cisco IPICS では、オンライン PMC ユーザ間で直接のポイントツーポイント PTT

接続の使用がサポートされています。このタイプの PMC 通信は他の PMC チャ

ネルに対する動作と同様ですが、直通双方向チャネルによって、PMC ユーザは

PMC を使用して、あるユーザから別のユーザに直接発言できます（直通双方向

チャネルを使用しているときは、他のサードパーティに接続することはできませ

ん）。

このサポートを有効にするため、直通双方向の関連付けは、ユーザごとにサーバ

で設定されます。サーバ設定でユーザに関連付けられた相手の名前が、PMC の

直通双方向チャネルに表示されます。チャネルには、チャネル タイプ（2-way な

ど）も表示できます。

オンライン PMC ユーザのどちらでも、直通双方向チャネルをアクティブにでき

ます。PMC ユーザの一方がチャネルをアクティブにすると、もう一方の PMC

ユーザのチャネルも自動的にアクティブになります。ただし、そのチャネルが

PMC スキンに表示可能な場合に限ります（チャネルが表示されない場合は、ス

キン上のチャネルの順序を変更できます。詳細については、P.4-31 の「チャネル

の順序変更」を参照してください）。接続が確立されると、PTT ボタンが強調表

示されて伝送可能であることを示します。

PMC ユーザの一方がチャネルを非アクティブにすると、もう一方のチャネルも

同様に非アクティブになります。
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直通双方向チャネル接続に関する注意事項

PMC での直通双方向チャネル接続の使用に関する注意事項を、次に示します。

• 直通双方向チャネルの関連付けおよび関連付け解除は、サーバで設定されま

す。このため、ユーザが、チャネルを永続的に非アクティブにしたり切断し

たりすることはできません。一方の PMC ユーザが直通双方向チャネルを非

アクティブにした場合でも、もう一方の関連付けられた PMC ユーザが再び

アクティブにすることができます。この操作によって、PMC のチャネルは

自動的に再びアクティブになります。このチャネルで聞きたくない場合は、

音量を下げます。

• 1 人の PMC ユーザが PMC で直通双方向チャネルを複数持ち、関連付けられ

た異なる PMC ユーザと一対一で通信することができます。

• PMC の直通双方向チャネル接続を使用するには、ユーザは Cisco IPICS にロ

グインする必要があります。PMC ユーザが両方ともオンラインの場合、関

連付けられたすべてのユーザに対し、チャネルがアクティブな状態で表示さ

れます。PMC ユーザの一方がオフラインの場合、関連付けられたすべての

ユーザに対し、チャネルが無効な状態で表示されます（PMC クライアント

マシンがオフラインになった場合、チャネルが無効にされ、関連付けられた

PMC ユーザに通知されます）。

• 1 人の PMC ユーザが、同一のログイン情報を使用して Cisco IPICS に複数回

ログインした場合でも、そのユーザに作成される直通双方向チャネルは 1 つ
だけで、それが 新のユーザ ログインにリンクされます。

（注） 前回の直通双方向チャネルがそのユーザ用に確立されていた場合、 新
のユーザ ログインを除き、直通双方向チャネルはすべて無効になりま
す。同時にログインが行われたときに PMC がサーバに接続されていな
い場合、前回の PMC インスタンスによってサーバへのログインが保持
されます（サーバとの接続が再び確立されるまで、PMC はログアウトし
ません）。

• 関連付けられた PMC ユーザへの接続が確立できない場合、PMC がチャネル

のアクティブ化を再び試行することはありません。この場合、チャネルの隣

に警告インジケータが表示され、ビジー トーンが PMC で再生されます。接

続の失敗の原因としては、ネットワークの中断、リモート エンドでのリセッ

ト / 再起動アクティビティの実行、PMC ユーザが使用可能なチャネルを持っ

ていない、またはユーザのオンライン ステータスを Cisco IPICS サーバが確
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認できなかったなどが考えられます。このような状況が発生した場合、直通

双方向チャネルをいったん非アクティブにしてから再びアクティブにして、

コールを再試行する必要があります。

• 直通双方向チャネルがユーザ ID に関連付けられているが、PMC クライアン

トに使用可能なチャネルが存在しない場合、そのことを通知して別のスキン

を選択するよう求めるメッセージが表示されます。より高機能のスキンを選

択しなかった場合、接続のもう一端の、関連付けられた PMC ユーザがチャ

ネルのアクティブ化を試行したとき、ビジー トーンが聞こえます。

直通ダイヤル チャネルを使用した電話ユーザとの通信

Cisco IPICS では、直接のポイントツーポイント接続の使用がサポートされてい

て、これにより PMC ユーザは、カスタマー ネットワーク経由で到達可能な PSTN

電話または IP 電話で接続されている電話番号に、直接ダイヤルすることができ

ます（直通双方向接続同様、直通ダイヤル チャネルを使用しているときは、他

のサードパーティに接続することはできません）。

この直通ダイヤル機能により、PMC ユーザは PMC PTT 機能を使用して、電話

ユーザと直接話ができます。相手の電話機は、SIP プロバイダーによって到達可

能であれば、任意の電話機が可能です（SIP プロバイダーが、ダイヤルした番号

にコールをルーティングします）。直通ダイヤル コールは、SIP ベースのコール

として、PMC から RMS を経由して SIP プロバイダーにルーティングされます。

このサポートを有効にするため、直通ダイヤル電話番号は、ユーザごとにサーバ

で設定され、PMC ユーザに関連付けられます。PMC 直通ダイヤル機能による

コールを受ける電話機は、電話機ごとの宛先番号がサーバで設定され、ラベルが

割り当てられている必要があります。その後、ユーザはこれらの電話機に関連付

けられます。各電話機との関連付けは、直通ダイヤルの一意の ID とともにチャ

ネルとして PMC 上に表示されます。

SIP プロバイダーおよび直通ダイヤルの設定の詳細については、『Cisco IPICS

Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing the Cisco

IPICS Policy Engine」の章を参照してください。

設定が完了すると、サーバで設定された説明と直通ダイヤル チャネル タイプの

表示とともに、PMC 上の直通ダイヤル チャネルが表示されます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
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直通ダイヤル チャネルを使用するには、まず Activate ボタンをクリックしてチャ

ネルをアクティブにし、PSTN または IP 電話ユーザにダイヤルアウトします。

PTT ボタンが強調表示されて伝送可能であることを示し、サーバで設定された電

話番号に自動的にダイヤルされます。

（注） コールは PSTN またはカスタマー ネットワーク経由で発信されるため、PMC
チャネルで呼び出しトーンが聞こえます。コールが完了しなかった場合、ビジー

トーンが聞こえるか、追加情報を提供するメッセージが聞こえます（PSTN 電話

がビジーでない場合は、PSTN ユーザには通常の呼び出しトーンが聞こえます）。

コールが接続された後、PSTN または IP 電話ユーザと話をするには、PTT チャネ

ル ボタンをクリックして押したままにするか、直通ダイヤル チャネルをラッチ

します（ラッチ機能を使用する権限がある場合）。ラッチ機能の詳細については、

P.4-19 の「ラッチ機能の使用」を参照してください。

PMC ユーザがチャネルを非アクティブにするか、PSTN または IP 電話ユーザが

電話を切った場合、コールが終了します。

直通ダイヤル チャネル接続に関する注意事項

PMC での直通ダイヤル チャネル接続の使用に関する注意事項を、次に示します。

• PSTN または IP 電話ユーザが応答しなかった場合、PSTN または IP 電話がビ

ジーの場合、あるいは何らかの理由でコールが失敗した場合、コールの再試

行は行われません。この場合、チャネルの隣に警告インジケータが表示さ

れ、ビジー トーンが PMC で再生されます。このような状況が発生した場合、

直通ダイヤル チャネルをいったん非アクティブにしてから再びアクティブ

にして、コールを再試行する必要があります。

• コールが許可されている宛先番号は、Cisco IPICS サーバでの設定と特定のテ

レフォニー構成によって異なります。

• Cisco IPICS では、直通ダイヤルを使用しているときのコール転送はサポート

されていません。PSTN または IP 電話ユーザが直通ダイヤル コールを転送

しようとすると、Cisco IPICS システムによってコールは終了します。
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トーン制御された無線を使用した Cisco IPICS ユーザとの通信

本リリースでは Cisco IPICS ソリューションが機能拡張され、Cisco IPICS サーバ

設定で無線チャネルが定義できるようになり、また 36 チャネル無線コンソール

スキンが PMC に実装されました。この無線固有の機能拡張により、PMC で RFC

2198 パケットおよび RFC 2833 パケットを送信し、チャネルごとにトーン シー

ケンスを制御できます（正しい順序でトーンが再生されるように保障し、パケッ

ト損失状態からの復元力を高めることにより、RFC 2198 および RFC 2833 の信頼

性が向上します）。

トーン制御とは、LMR ゲートウェイ（通常はベース ステーション）に接続され

た無線を制御するために、インバンド トーン シーケンスを使用することをいい

ます。このような制御は、たとえば、無線を異なる周波数にチューニングする

（チャネルを変更する）場合に使用できます。

（注） さまざまな Requests for Comment（RFC; コメント要求）に関する情報を探すに

は、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）

が管理している RFC リポジトリに、次の URL からアクセスします。
http://www.ietf.org/rfc.html

概要

管理者がサーバで定義する各無線チャネルは、1 つまたは複数のシーケンスを設

定できる物理的な無線を表しています。これらのトーン シーケンスは、無線の

さまざまなトーンおよび機能を制御するのに使用されます。各トーン シーケン

スには、周波数、音量（出力）、および期間など、特定のトーンを生成したり無

線でアクションを起こしたりするために必要なパラメータが含まれています。

サーバでの無線ディスクリプタ設定で、特定の無線タイプの機能（使用可能な

チャネル セレクタ ボタンおよび制御機能）を定義します。機能ごとに、トーン

や、無線に送信して特定の機能を有効 / 無効にするためのイベントを無線ディス

クリプタで定義します。

http://www.ietf.org/rfc.html


4-37
Cisco IPICS PMC インストレーション ユーザ ガイド

OL-12991-01-J

第 4 章      PMC アプリケーションの使用

PMC アプリケーションの使用

（注） PMC のチャネル セレクタ ボタンには、チャネルの変更、トーン シーケンスの制

御、またはシグナリング機能での使用に使用できるチャネル セレクタ ボタンが

含まれています。これらのボタンをトーン制御用に設定すると、物理的な無線を

制御するのに必要なトーン制御シーケンスにマッピングされます（物理的な無線

は、サーバで各無線チャネルに関連付けられます）。制御機能は、1 つのチャネ

ル セレクタ ボタンとして、またはステートフル制御シーケンスとして PMC に表

示できます。ステートフル制御シーケンスは複数の状態で構成され、各状態は別

個のチャネル セレクタ（トーン制御）ボタンとして PMC に表示されます。ス

テートフル制御シーケンスの一例として、無線の出力レベルがあります。この例

では、ステートフル制御シーケンスは、無線の出力レベルを高、中、または低に

変更するために定義します。これらの状態のそれぞれが、異なるトーン制御シー

ケンスにサーバでマッピングされ、別個のボタンとして PMC に表示されます。 

トーン制御無線機能を有効にするため、Cisco IPICS では次のデバイス制御の操

作がサポートされています。

• トーン制御無線でのアクティブな周波数の変更：この操作により、無線チャ

ネルを複数の異なる周波数に動的にチューニングすることができます。

• トーン制御無線での特定のステートフル制御の有効化： 大 9 個のチャネル

セレクタ ボタンを、トーン制御およびシグナリング用に無線チャネルごと

に表示できます。これらのボタンは、特定のステートフル シーケンス（高、

中、および低の出力状態を含む伝送パワー設定など）が含まれるように設定

できます。この場合、PMC には 3 個のチャネル セレクタ ボタンがこの順序

で表示される必要があります（状態ごとに 1 個）。3 個のチャネル セレクタ

ボタンが使用できない場合、状態は何も表示されません。

（注） ステートフル制御シーケンス用に定義されたすべての設定済み状態を表
示するために、PMC にチャネル セレクタ ボタンの数が十分にある必要
があります。ステートフル制御シーケンス用に定義されたすべての設定
済み状態を表示するためのチャネル セレクタ ボタンの数が不足してい
る場合、ステートフル シーケンス制御は何も PMC に表示されません。 
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• トーン制御無線での一時制御の有効化：関連付けられたボタンを押すと、一

時的なトーンの再生が開始します。一時制御ボタンを押すと、瞬間的に押さ

れた状態になり、再び一段高くなった状態になります。

• 一時シグナリング トーンの伝送：シグナリング トーンは音声を無線に送信

し、地上波で伝送します。これらのトーンは、RFC トーンおよびイベントを

使用して無線経由でブロードキャストします。

ユーザの無線へのアクセス権

システム管理者は、無線と PMC ユーザとの関連付けを管理し、ユーザが割り当

てられた無線にアクセスできるようにします。無線チャネルが PMC ユーザに関

連付けられると、そのチャネルは PMC クライアントに表示されます。PMC に表

示される個々の無線チャネル セレクタ ボタンにユーザがアクセスできるかどう

かは、システム管理者がこれらのボタンに設定した特定のアクセス権によって決

まります。 

• システム管理者は、個々の無線チャネル セレクタ ボタンに関連するアクセ

ス権のレベルを選択できます。無線チャネル セレクタ ボタンは、チャネル

セレクタ ボタン、コントロール ボタン、またはシグナル ボタンで構成する

ことができます。PMC では、無線チャネルごとに 大 9 個のボタンを表示

できます。これらのボタンのラベルは、システム管理者が設定できます。

• チャネルへのアクセス権は、無線チャネル セレクタ ボタンへのアクセス権

とは別に設定されるために、無線へのアクセス権を持つ PMC ユーザであれ

ば、すべてまたは一部のチャネル セレクタ ボタンを使用できます。

• システム管理者がユーザに対して無線チャネル セレクタ ボタンを何も設定

しなかった場合、そのユーザは、無線チャネル上で聞くことはできますが、

無線チャネルを変更したり、無線を制御したりすることはできません。

無線コンソール スキン

36 チャネル無線コンソール スキンでは、それぞれ 6 個のチャネルが備わってい

る 大 6 個のリージョン（無線ビュー）、および無線チャネルごとに 大 9 個の

チャネル セレクタ ボタンがサポートされています。これらのボタンは、それぞ

れ異なるチャネル（周波数）を示しているので、チャネルを切り替えることによ

り、別の周波数にチューニングすることができます。一度にチューニングできる

チャネルが 1 つだけという点で、これらのチャネル セレクタ ボタンは排他的で

す。伝送および受信する音声は、現在無線がチューニングされている特定のチャ

ネル（周波数）上で発生します。
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無線チャネル セレクタ ボタンを押すと、設定済みのトーン制御シーケンスが無

線チャネルで送信されます。このアクションにより無線受信機能がチューニング

され、伝送を開始できます。これらのトーンは、符号化されたパケットとして

オーディオ ストリームを流れます。つまり、無線チャネル用の音声パスが使用

するものと同じマルチキャスト チャネルまたは SIP チャネルで伝送されます。

LMR ゲートウェイで、これらのパケットは可聴トーンに変換され、設定済みの

Ear and Mouth（E&M; 受信と伝送（耳と口））インターフェイスを介して物理的

な無線に出力されます。

また、PMC には、特定の一時コントロール ボタン（ページング トーンなど）や

一時シグナリング ボタンも表示されます。ページング トーンは、関連付けられ

たボタンを押したときに再生が開始するという点で、一時トーンと見なされま

す。同時に複数のページング トーン ボタンを押すと、予期しない結果が生じる

ことがあります。

（注） 一時制御や地上波で伝送される信号は、サーバのトーン ディスクリプタ設定で

定義されます。これらのトーンおよび信号は、1 つまたは複数の Cisco IPICS チャ

ネルに関連付けることができます。一次制御とは異なり、信号によって無線の設

定が変更されることはありません。信号は音声同様に扱われ、現在チューニング

されている無線チャネル周波数で伝送されます。

本リリースでは、無線と相互運用し、無線を制御するのは PMC だけです。この

ような使用方法をサポートするため、PMC 無線スキンでは、PMC ユーザがスキ

ンの右側に表示されるタブを使用して、 大 6 個の異なる無線ビュー（リージョ

ン）を動的に切り替えることができます。スキンの左側に表示されるサマリー

リストに、すべての無線チャネルが表示されます。この機能には、無線ユーザが

同時に複数のチャネルを監視できるという利点があります。

ヒント 無線チャネルで発言するには、フル ビューで表示されるチャネルをクリックす

るか、サマリー リストに表示されるチャネル名をクリックします。複数の無線

チャネルで同時に発言するには、発言するチャネルを選択し、All Talk ボタンを

クリックします。または、複数選択チェックボックスをオンにすることもできま

す。複数選択機能の詳細については、P.4-28 の「All Talk チャネルを使用した 1
つまたは複数のチャネルの選択」を参照してください。
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PMC に表示される無線チャネル セレクタ ボタンの順序は、サーバでの設定に

よって異なります。現在選択されているチャネル セレクタ ボタンの隣に、関連

付けられたインジケータが表示されるため、どれが使用中であるかがわかるよう

になっています。このインジケータは動的です。チャネル選択を変更すると、イ

ンジケータが点滅し、現在選択されているチャネルが反映されます。

（注） PMC でサポートされている無線機能のタイプは、個々の無線タイプ、モデル、お

よびディスクリプタ情報によって異なることがあります。

36 チャネル無線コンソールでの PMC の設定方法の詳細については、P.5-2 の

「PMC スキンの設定」を参照してください。無線スキンの注意事項については、

P.5-8 の「無線スキンに関する注意事項」を参照してください。

トーン制御無線に関する注意事項

PMC でのトーン制御無線チャネルの使用に関する注意事項を、次に示します。

• PMC に表示される無線チャネル セレクタ ボタンの順序は、サーバでの設定

によって異なります。現時点では、これらのボタンの順序を変更する方法は

ありません。

• 無線チャネル内の各チャネルは、音量、空間ポジショニング、VAD、優先

コーデック、および PTT 設定中の RX 消音を無線チャネルから継承します。

現時点では、個々の設定を有効にするためのプロビジョニングはありませ

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

チャネルそのもののセキュリティ設定に基づいて設定されます。

• 音声再生機能では、無線チャネル全体でスピーカーに向かって発せられたす

べての音声が記録および再生されます。つまり、音声再生機能では、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、音声が記録および再生されます。音声再生機能では、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。

• 次に示すように、特定の状況下で、同じ無線上で複数の操作を同時に実行す

ると、予期しない結果が生じることがあります。

－ 2 人の PMC ユーザが同じ無線上でチャネル変更を同時に試行した場合、

チャネルは変更されずに伝送が他のスピーカーと混合されるか、選択さ

れたチャネルとは異なるチャネルに変更されることがあります。 
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－ PMC ユーザがチャネル セレクタ ボタンを押し、PTT ボタンを押して発

言する前に、他のユーザが別のチャネル セレクタ ボタンを押した場合、

初のユーザがチャネル セレクタ ボタンの選択を解除しないと、予期

しない周波数で伝送が行われることがあります。

－ PMC ユーザが伝送を開始したときに、別のユーザが同じ無線上のチャ

ネル変更を試行していた場合、2 番目のユーザが選択したチャネルで伝

送が行われることがあります。または、実際にはチャネルは変更されな

くても、試行されたチャネル変更によって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、現在選択されているチャ

ネルが正しく表示されないことがあります。

－ 音声伝送の受信と同時に、PMC ユーザが無線上のアクティブなチャネ

ル変更を試行した場合、ネットワーク設定および無線設定によっては、

物理的な無線チャネルは変更されないことがあります。ただし、PMC で
は実際に無線チャネルが変更されたかどうかを検出できないため、チャ

ネルが変更されなかった場合でも、チャネルの変更を正しく反映できな

いことがあります。伝送の受信中でない状態で、PMC ユーザが次に PTT
ボタンを押すと、無線は、ユーザが 後に選択したチャネルにチューニ

ングされます。

－ 競合が原因で LMR ゲートウェイでトーンが生成されなかった場合、

PMC ユーザが伝送中の場合でも、低レベルのガード トーンが存在しな

いことがあります。このような状況では、ユーザ伝送は、無線ネット

ワークを流れていません。

• PMC でのスキャン モード動作は、特定の無線設定によって異なります。ス

キャン機能を使用していて PTT ボタンを押した場合、PMC では、現在チュー

ニングされている周波数を正しく検出できないことがあります。この場合、

スキャン機能は停止または続行し、予期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、設定に応じて、機能トーンによって複

数の制御状態が同時に変更されることがあります。

• SIP を使用して PMC を接続すると、RMS では RFC トーンの受け渡しが行わ

れないため、機能が制限されます。その代わり、PMC クライアントによっ

て送信される RFC 2198 パケットおよび RFC 2833 パケットが、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。

これらのトーンによって、物理的な無線が再びチューニングされることがあ

ります。
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• SIP ベースの（リモート）PMC ユーザとローカルな（マルチキャスト）ユー

ザが同じ無線に混在すると、次のような問題が発生することがあります。

－ 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。このような状況により、音声の継

続時間中に一部のトーンがずっと再生されることがあります。

－ RMS ループバックのためにインバンド送信されたコントロールは、SIP
マルチキャスト /VTG 間の通信に使用されますが、マルチキャスト ユー

ザおよびその他の SIP ユーザに正しく認識されません。

－ 無線制御トーンが無線チャネル VTG を横断し、予期しなかった無線に

チューニングすることがあります。

－ 異なるロケーション（SIP ベースのユーザの場合は同じロケーション）

に存在する PMC クライアントは、無線状態の変化を正しく反映できな

いことがあります。

－ 1 個の無線チャネルに 10 個以上のチャネル セレクタ ボタン、コント

ロール、信号を割り当てることが可能ですが、PMC 無線スキンに表示

できるのは 初の 9 個だけです。

－ 無線スキンでは、チャネル セレクタ、無線制御、および信号ボタンに外

観上の相違はありません。

－ PMC チャネル コントロールおよび信号ボタンは、現在選択されている

チャネルを反映するように変更されることはありません。このため、信

号（ページなど）が予期しないチャネルで伝送されることがあります。

－ 割り当てられた無線チャネルに無線以外のスキンを使用した場合、この

スキンでは、チャネル セレクタ ボタンおよび無線制御にはアクセスで

きません。

－ 同じトーン シーケンスを使用して切り替える無線制御は、制御の開始状

態または現在の状態を判断できないため、確実に検出されないことがあ

ります。

－ 無線制御とチャネル選択に相関関係はありません。つまり、無線のチャ

ネル セレクタ ボタンを押すと、その無線だけに送信されます。
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音声再生機能の使用

Cisco IPICS では、PMC が音声伝送の周期的な履歴をチャネルごとに管理できる

ようになっています。この機能により、PMC では、チャネルで再生される集約

インバンド音声伝送が常に記録されています。その後、検出された集約無音に基

づいて、有音部内の音声がバッファリングされます。このバッファリングはチャ

ネルごとに行われ、各チャネルで専用の記録用バッファを管理できるようになっ

ています（有音部は、無音時間の後に発生します）。2 人以上の PMC ユーザが同

時に発言している場合、両方のユーザが発言を停止した後で無音が検出されま

す。 

再生モードでは、生の音声とバッファリングされた（記録された）音声を混合

し、同じチャネル上で発言しながら同時に音声を再生することができます。この

混合音声モードでは、録音されるのは生の音声だけです。

PMC では、バッファリングされた音声を再生しながら、同時に新しい音声の受

信とバッファリングが行われます。新しい音声がバッファに追加され、既存の音

声がバッファの 後に移動します。PMC では、新しい音声とバッファリングさ

れた音声が混合されます。

（注） これらの音声伝送は、PMC クライアント マシンのメモリに圧縮およびバッファ

リングされます。音声再生バッファのサイズは、チャネルあたり 60 秒です（再

生ウィンドウのサイズは、すべてのチャネルで同一で、ユーザが設定することは

できません）。Cisco IPICS では、これらの音声伝送をファイルに保存することは

できません。 

この機能を有効にするため、PMC には次の音声再生コントロールが備わってい

ます。このコントロールを使用すると、後方ジャンプ（巻き戻し）または前方

ジャンプ（早送り）を選択し、記録された伝送を 1 つまたは複数のチャネル上で

再生することができます。

（注） チャネルがアクティブ化されると、バッファに音声がある場合は PMC チャネル

の下半分に音声再生コントロールが表示されます。バッファに音声がない場合

は、音声再生コントロールは PMC 上で選択不可になっています。 
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• 後方ジャンプ：このボタンをクリックすると、音声再生モードに入ります。

7 秒または現在の有音部の先頭までのいずれか小さい方まで、音声バッファ

が前に戻ります。バッファリングされた音声の再生と同時に生の音声も再生

されるように、音声が混合されます。再度このボタンをクリックして現在の

再生位置からさらに 7 秒戻したり、音声バッファの終わりに到達するまでこ

のボタンのクリックを繰り返したりできます。

後方ジャンプ ボタンをクリックすると、音声再生インジケータに再生バッ

ファの残量が表示され、前方ジャンプ ボタンが有効になります。前方ジャ

ンプ ボタンをクリックすると、バッファの別の位置まで早送りすることが

できます。

ヒント 音声再生モードに入り、使用可能な録音済み音声を再生するには、後
方ジャンプ（巻き戻し）ボタンをクリックする必要があります。

• 前方ジャンプ：このボタンをクリックすると、5 秒または次の有音部の先頭

までのいずれか小さい方まで音声バッファが早送りされます。このボタンを

クリックするたびに、さらに 5 秒ずつ早送りされます。使用可能な録音済み

音声がない場合、音声再生モードは終了します。

ヒント 後方ジャンプ（巻き戻し）ボタンをクリックすると、録音済み音声の
再生が開始し、前方ジャンプ ボタンが有効になります。録音バッファ
に格納できるデータ量はわずかなため（チャネルあたり 60 秒）、すぐ
にバッファの終わりに到達し、前方ジャンプ ボタンは自動的に無効に
なります。このため、前方ジャンプ ボタンが有効になっている時間は、
限られていることがあります。後方ジャンプ ボタンを連続的に繰り返
しクリックした場合、前方ジャンプ ボタンの有効化と無効化が続くた
め、前方ジャンプ ボタンが点滅することがあります。

• 音声再生インジケータ：このインジケータは点滅する直線として表示され、

音声再生モード中の経過を示します。

• バッファリングされた有音部のグラフィカル表示：音声の録音中であること

を示すグラフが表示されます。
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音声の再生に関する注意事項

音声再生機能に関する注意事項を、次に示します。

• 音声再生機能の使用中に空間ポジショニング設定を変更した場合、音声の再

生が停止することがあります。このため、音声再生機能の使用中は、空間ポ

ジショニング設定を変更しないようにしてください。

• PMC では集約無音が検出されます。無音時間中は、音声は録音されません。

• PMC では、個々のオーディオ ストリームはバッファリングされません。そ

の代わり、スピーカまたはヘッドフォンに向かって再生されている集約音声

伝送（チャネル単位）がバッファリングされ、各チャネルで専用の録音バッ

ファを管理できるようになっています。

• バッファリングされた音声の合計は、チャネル上で発生した実際の着信トラ

フィックの 後の 1 分間で構成されています。

• PMC では、動的に割り当てられたメモリを使用して、バッファリングされ

た音声を一時的に格納します。バッファリングされた音声をディスクなどの

固定記憶装置に保存することは、PMC ではサポートされていません。

• 音声再生バッファは PMC クライアント マシンのメモリに格納されるため、

PMC クライアント マシンを変更した場合、元の音声再生バッファにはアク

セスできなくなります。使用している PMC クライアント マシンで必要なメ

モリ量が不足している場合、音声再生機能が使用できない、または各音声再

生バッファのサイズが小さくなる（音声再生時間が短縮される）ことがあり

ます。いったん PMC を閉じるか、チャネルを非アクティブにしてから PMC
を再起動すると、音声再生バッファは空になり、使用できなくなります。

• PMC が音声再生モードになっているときに受信される生の音声は、通常よ

りも早く音声バッファの後方に移動します。 大バッファ サイズに到達し

た場合、 終的には廃棄されます。

• 音声再生機能では、インバンド音声パケットだけが記録されます。DTMF
トーンやインバンドではないその他のトーンは、バッファリングされませ

ん。

• 伝送中にバッファリングされた音声を聞けるかどうかは、チャネルの「RX
Mute on PTT」設定によって異なります。複数のチャネルをラッチした場合

や、All Talk チャネルをクリックした場合、 も制限的な「RX Mute on PTT」
設定がすべてのチャネルで優先されます。この設定の詳細については、P.5-11
の「Channels メニュー オプションの設定」を参照してください。
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• 無線スキンを使用した場合、音声再生機能では、無線チャネル全体でスピー

カに向かって再生されるすべての音声が記録および再生されます。つまり、

音声再生機能では、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 セレクタ ボタンに応じて、音声が記録および再生されま

す。音声再生機能では、音声の受信時にアクティブだったチャネル セレク

タ ボタンの追跡や表示はしません。

トラフィック アクティビティ

ここでは、トラフィックおよびチャネル トラフィック アクティビティのインタ

ラクションについて説明し、次の項を扱います。

• チャネル トラフィック アクティビティのインタラクション（P.4-48）

• ユーザ チャネル アクティビティのインタラクション（P.4-49）

PMC では、チャネル トラフィック アクティビティ（受信と伝送）の表示ととも

に、チャネル自体のチューニング機能がサポートされています。 

（注） トラフィック アクティビティを示すため、PMC には使用するスキンに応じたグ

ラフィカル インジケータが備わっています。たとえば、トラフィックの伝送中

に緑色に点滅する受信インジケータが、すべてのスキンにあります。無線スキン

やタッチ スクリーン スキンなどの一部のスキンには、トラフィックの伝送中で

あることを示す赤色に点滅する伝送インジケータもあります。詳細については、

表 4-2 を参照してください。

18 チャネル拡張コンソール スキンおよび 36 チャネル無線コンソール スキンの

図、およびグラフィカル インジケータの位置については、図 1-1 および 図 1-2 を

参照してください。

実際に使用されている色を定義するように PMC スキンを設定できますが、シス

コの標準仕様では、受信インジケータと伝送インジケータは次のように定義され

ています。
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表 4-2 チャネル トラフィック アクティビティ インジケータ

チャネル トラフィッ
ク アクティビティ
インジケータ 説明

受信インジケータ このグラフィカル インジケータは、トラフィックの受信

中に緑色に点滅します。このインジケータは、受信伝送

が終了した後の数秒間無色に点灯したままで、音声トラ

フィックが停止したことを示します。受信インジケータ

は、チャネル上の 新のアクティビティも表示します。

（注） 必ず受信インジケータで PMC トラフィックを
監視し、他の Cisco IPICS ユーザの発言に重なら
ないようにします。受信インジケータがアク
ティブを示しているときは、トラフィックを受
信しています。トラフィックの受信中に発言し
ても、相手に聞こえない可能性があります。

伝送インジケータ PTT チャネル ボタンが強調表示され、トラフィックの伝

送中であることを示す色に変化します。

タッチ スクリーン スキンおよび無線スキンには、トラ

フィックの伝送中に赤色に点滅するグラフィカル イン

ジケータがあります。

（注） PTT ボタンをクリックまたはラッチした後にマ
イクロフォンを消音にした場合、PTT チャネル
ボタンは選択不可状態に戻ります。この変化は、
トラフィックが伝送されていないことを示して
います。マイクロフォンを消音解除すると、PTT
チャネル ボタンは、再び伝送モードになったこ
とを示す色に変わります。
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これらのグラフィカル インジケータは、PMC トラフィック ストリームを明確に

確認できる、便利な視覚的手段になります。発言中は、受信インジケータが点滅

していないかどうか監視している必要があります。受信インジケータが点滅して

いる場合、他のユーザの発言と重なっていることがあります。このような状況が

発生した場合、PTT ボタンを放し、発言中のユーザを聞いてください。ユーザが

発言を停止したことを確認するには、受信インジケータが無色の表示になるまで

待ち、数秒経ってから発言を開始します。

これらのインジケータがどのように表示されるかの例を、次に示します。

• ネットワークからトラフィックを受信しているとき、チャネルは緑色に点滅

します。

• PTT コントロールがアクティブになっているときに PTT 伝送が発生すると、

チャネルの色は変化します。あるいは、グラフィカル インジケータが伝送

アクティビィティを示している場合、PTT コントロールがアクティブになっ

ているときに PTT 伝送が発生すると、チャネルは赤色に点滅します。

• 受信トラフィック アクティビティが表示されると、グラフィカル インジ

ケータが過去にこのチャネル上でトラフィックが発生したことを示します。

このフィードバックは、5 秒後に消えます。

チャネル トラフィック アクティビティのインタラクション

次に、チャネル トラフィック アクティビティのインタラクションについて説明

します。

• チャネル名およびトラフィック アクティビティのフィードバックの両方を、

サーバで PTT ボタンにマッピングできます。これにより、これらのインジ

ケータを PTT ボタン自体の一部として表示できます。

• Cisco IPICS では、暗黙的フロア コントロールがサポートされています。つ

まり、PMC でフロアを持つ場合、PMC では、ユーザが伝送モードに入るた

めに、着信トラフィックがなくなるまで待機することが前提になっていま

す。

• Cisco IPICS サーバには、チャネルへのトラフィック伝送をチャネルごとに管

理上停止する機能があります。このような状況では、すべての伝送がただち

に終了します。
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ユーザ チャネル アクティビティのインタラクション

PMC 上のチャネルを表示および使用できるかどうかは、ユーザ ステータスに

よって異なります。

• ユーザが表示および使用できるチャネルは、ディスパッチャがそのユーザに

割り当てたチャネルだけです。

• ユーザは PMC 上の Activate ボタンをクリックすることにより、割り当てら

れた PTT チャネルのいずれかを選択してアクティブにできます。 

• PMC 上のチャネルの 1 つをアクティブに使用しているときに、チャネルの

アクティブ化および非アクティブ化を行った場合、使用中のチャネル上の音

声がゆがめられることがあります。

• PMC 上でブループリント モードで表示されるチャネルは、そのチャネル

/VTG が使用可能で、アクティブ化の待機中であることを示しています。

• チャネル上の伝送機能がサーバによって無効にされている場合、チャネルを

アクティブにすることはできません（PMC 上に何もボタンが表示されませ

ん）。チャネルは選択不可になります（チャネルが選択不可になっている場

合、トラフィックは伝送されません）。

• チャネルが無効になっている場合、そのチャネルは選択不可になって PMC
ボタンは一切表示されないため、チャネルをアクティブにすることはできま

せん。ただし、チャネルまたは VTG のラベルがサーバで設定されている場

合、そのラベルは表示されます。

• 割り当て解除されたチャネルは、PMC 上で完全に空の状態で表示され、ボ

タンもチャネル名も表示されません。割り当て解除されたチャネルは、アク

ティブ化も使用もできません。

• トラフィック アクティビティがないまま 30 分経過すると、SIP ベースのリ

モート接続を介してアクティブにしたチャネルを、システムが非アクティブ

にする場合があります。PMC は、30 秒後に接続を自動的に再度アクティブ

にします。別の方法として、PMC で Activate ボタンをクリックして、チャ

ネルを再度アクティブにすることもできます。

（注） SIP ベースのリモート接続に失敗した場合、PMC は、チャネルの横に黄
色い三角形の可視インジケータを表示します。詳細については、P.8-29
の「チャネルのアクティブ化に関する問題の識別」を参照してください。
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• SIP ベースのリモート接続を介して PMC に接続する場合は、PMC が RMS へ
の接続を確立できることを確認してください（PMC は RMS への接続時に、

RMS に割り当てられた Loopback0 インターフェイスの IP アドレスを使用し

ます）。PMC が RMS への接続を確立できない場合、SIP ベースのリモート接

続を使用すると、チャネルのアクティブ化に関する問題（ファースト ビジー

など）が発生することがあります。 

RMS の IP アドレスを特定するには、PMC アプリケーションの Settings >
Channels メニューにアクセスします（RMS の IP アドレスを特定できない場

合は、システム管理者に連絡してください）。リモート接続チャネルをクリッ

クして強調表示します。次に、Channel Properties で SIP Proxy フィールドま

でスクロール ダウンし、関連するチャネルに対応した RMS の IP アドレス

を見つけます 

Channeles メニューの詳細については、P.5-11 の「チャネル設定および詳細

設定の設定」を参照してください。RMS のトラブルシューティングの詳細

については、P.8-27 の「RMS に対する PMC 接続の問題のトラブルシュー

ティング」を参照してください。

関連項目

• PMC スキンの設定（P.5-2）

• スキンに関する注意事項（P.5-6）

PMC アプリケーションからのログアウト
PMC アプリケーションからログアウトするには、次のいずれかを実行します。

• Menu ボタンをクリックしてから、Exit をクリックする。

• PMC インターフェイスを右クリックしてから、PMC メニューで Exit をク

リックする。

• PMC の右上にある「X」をクリックし、アプリケーションを閉じる。

その他の情報

• CiscoIPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)

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