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概要

無線ディスクリプタは無線の機能制御に使
用される .xml ファイルです。 このファイル
は、無線周波数を変更するためのチャネル
セレクタを記述したもので、監視やスキャ
ニングなどの無線制御を実行するための
トーン シーケンスを管理します。
トーン ディスクリプタは、信号を記述した
.xml ファイルです。 信号は、チャネルに無線
が設定されているかどうかに関わらず、
チャネルに関連付けられます。 トーン ディ
スクリプタには、選択された周波数とチャ
ネルなどのデバイスで無線送信可能な短い
信号が記述されています。

Cisco IPICS では、無線およびトーンのディ
スクリプタ ファイルを作成したり、Cisco
IPICS の既存のディスクリプタ ファイルを
変更したりできます。 この機能は、制御や信
号を追加する際やトーンの持続時間を変更
する際に役立ちます。

ディスクリプタ ファイル設定のガ
イドライン

無線およびトーン ディスクリプタの .xml
ファイルのエントリを設定する場合は、次
のガイドラインが適用されます。

• チャネル セレクタおよび無線制御の機
能（ステートフルとシンプルの両方）で
は、Cisco IPICS は RFC 2833 トーンのエ
ントリのみをサポートします。

• 1つのトーン制御シーケンスに連続して
入力できる RFC 2833 トーンは 6 つまで
です。 

• 信号に関しては、Cisco IPICSは RFC 2833
トーンと RFC 2833イベント（DTMF）の
両方のコマンドをサポートします。

• トーン シグナリングでは、6 番目のトー
ン イベントが 1 つのポーズ エントリ（1
ミリ秒など）または 1 つの DTMF ディ
ジット エントリで区切られている場合
に限り、7 つ以上の連続した RFC 2833
トーンを入力できます。 ポーズは、次の
例に示すように、周波数ゼロのトーンで
定義されます。

<Rfc2833Tone db="0"frequency="0" 
duration="40" /> 

• 1 つのシグナリング トーン シーケンス
で使用可能な DTMF エントリ数に制限
はありません。

（注）：DTMF ディジットを入力する場合は、
必ず使用地域の仕様で必要とされている
ディジット間遅延時間を設定してくださ
い。 米国のほとんどの仕様では、ディジット
間遅延時間を 40 ミリ秒以上にする必要があ
ります。

詳細情報

Cisco IP Interoperability and Collaboration System
（Cisco IPICS）の詳細、および無線ディスク
リプタ ファイルとトーン ディスクリプタ
ファイルの詳細については、『Cisco IPICS
Server Administration Guide, Release 2.1(1)』を
参照してください。

Cisco IPICS の全マニュアルについては、次
の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/
tsd_products_support_series_home.html

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


• 複数の無線ディスクリプタで使用され
る共通のトーン制御シーケンスがある
場合は、そのシーケンスを 1 つのトーン
ディスクリプタに追加し、複数の無線
ディスクリプタから参照することがで
きます。 このトーン制御シーケンスは、
チャネルで使用可能な信号としては表
示されません。

• 無線ディスクリプタに信号を追加する
ことは可能ですが、その信号は Cisco
IPICS の制御として表示されます。シス
コではこのような方法はお勧めしませ
ん。 無線ディスクリプタに定義された
信号は、その時点でチューニングされて
いるチャネルとは無関係に無線で使用
可能になります。 

有効な .xml のエントリ
例 1 は、.xml の有効な無線シグナリング エ
ントリを示しています。 この例では 6 つを超
える連続した RFC 2833 のトーン シーケンス
が示されていますが、トーンが 1 ミリ秒以
上のポーズ エントリ（frequency = 0 のトー
ン）で区切られているため、シーケンスは
有効です。

例 1
<Signal shortName="TV" longName="Start 
TV" description="Start the 
Television">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="100" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="200" /> 
.
.
.
duration="40" frequency="600" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="1" frequency="0" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="700" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="800" /> 
        </Command>
    </Action>
</Signal>

無効な .xml のエントリ
次の .xml のエントリ例には、無効なエント
リが含まれています。

• 例 2：無線シグナリング トーン シーケ
ンスの一部に 6 つを超える RFC 2833 の
トーン エントリがあり、ポーズ エント
リが 1 つも含まれていません。

• 例 3：DTMF イベントが無線制御トーン
シーケンスの一部となっています。 

• 例 4：6 つを超える連続した RFC 2833 無
線制御トーン シーケンスです。

例 2
<Signal shortName="TV" longName="Start 
TV" description="Start the 
Television">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="100" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="200" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="300" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="400" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="500" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="600" /> 
            <Rfc2833Tone db="0" 
duration="40" frequency="700" /> 
        </Command>
    </Action>
</Signal>

例 3
<ChannelSelector label="F2">
    <Action type="tune">
        <CommandRef href="hlgt" /> 
        <Command>

            <Rfc2833Tone db="-10" 
duration="40" frequency="1850" /> 
            <Rfc2833Event db="-30" 
duration="200" event="5" />
        </Command>
    </Action>
    <Action type="begintransmit">
        <CommandRef href="hlgt" /> 
        <Command>
           <Rfc2833Tone db="-10" 
duration="40" frequency="1850" /> 
           <Rfc2833Event db="-30" 
duration="200" event="5" />
        </Command>
        <CommandRef href="llgt" /> 
    </Action>
</ChannelSelector>

例 4
<State shortName="On">
    <Action type="pressed">
        <Command>
            <Rfc2833Tone db="-10" 
duration="200" frequency="1105" />
.
.
.

<Rfc2833Tone db="-10" 
duration="200" frequency="1605" /> 
            <Rfc2833Tone db="-10" 
duration="200" frequency="1705" />            
        </Command>
    </Action>
</State>
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