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このマニュアルについて
『Cisco IPICS トラブルシューティ ング ガイド Release 2.1(1)』で は、Cisco IP
Interoperability and Collaboration System （以下、Cisco IPICS）ソリューションをイ
ンストール、設定、使用する際に、発生する問題のトラブルシューティングに必
要な情報を提供しています。システム管理者はこのマニュアルを確認することに
よって、Cisco IPICS の使用時に発生する問題のトラブルシューティングに役立
てることができます。

対象読者
『Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド Release 2.1(1)』は、Cisco IPICS シ
ステムにおいて、タスクをインストール、設定、操作、管理するシステム管理者
を対象としています。このマニュアルは、Cisco IPICS Push-to-Talk Management
Center (PMC) アプリケーション または Cisco Unified IP Phone を使用して他の
ユーザと通信するエンドユーザも対象としています。
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このマニュアルについて
マニュアルの構成

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。
第 1 章「Cisco IPICS のトラブル この章では、Cisco IPICS に関するトラブルシューティング情報を確
シューティング情報の参照」
認する方法について記載しています。
第 2 章「Cisco IPICS ネットワー この章では、Tomcat サービスやデータベース サーバ、ライセンス
ク プロセスのトラブルシュー マネージャ、ダイヤル エンジン、および Cisco Security Agent（CSA）
ティング」
などの Cisco IPICS サーバが使用するネットワーク プロセスに関す
るトラブルシューティングやヒントを記載しています。
第 3 章「Cisco IPICS サーバの ト この章では、Cisco IPICS サーバおよび Cisco IPICS ポリシー エンジ
ラブルシューティング」
ン（以下、ポリシー エンジン）のトラブルシューティングに関する
情報を記載しています。また、Cisco Unified IP Phone および router
media service（RMS; ルータ メディア サービス）などの Cisco IPICS
とともに機能するコンポーネントに関する情報も含んでいます。
第 4 章「通信、音声品質、およ この章では、RMS のようなサーバ以外の装置に関して発生する可能
び他の 装置の問題のトラブル 性のある通信および音声品質の問題、ハードウェア、ファームウェ
シューティング」
アおよびソフトウェアの問題を解決する方法について記載してい
ます。
第 5 章「PMC アプリケーション この章では、PMC に関するトラブルシューティング情報を記載して
の トラブルシューティングに います。
関するヒント」
第 6 章「Cisco IPICS の CLI ツー この章では、Cisco IPICS で使用可能なコマンドライン インターフェ
ルおよびサービス コマンドの イス（CLI）ツールおよびサービス コマンドに関する情報を記載し
使用方法」
ています。
第7章
「Cisco IPICS ログの概要」 この章では、Cisco IPICS よって生成されるアクティビティ ログおよ
びエラー ログの情報、およびそれらのログのデータを解釈する方法
に関する情報を記載しています。
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このマニュアルについて
関連マニュアル

関連マニュアル
Cisco IPICS および PMC アプリケーションについては、次のマニュアルを参照し
てください。
•

Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)：このマニュアルで
は、Cisco IPICS PMC アプリケーションのインストール、設定、管理、操作
の方法を記載しています。

•

Cisco IPICS PMC Quick Start Reference Card, Release 2.1(1)：このマニュアルで
は、Cisco IPICS PMC 上でユーザが実行する、使用頻度の高い手順に関する
ヒントやクィック リファレンスを記載しています。

•

Cisco IPICS PMC Debug Reference Quick Start Guide, Release 2.1(1)：このマニュ
アルでは、Cisco IPICS PMC のトラブルシューティングやデバックに関する
クィック リファレンスを記載しています。

•

Cisco IPICS PMC Command Line Interface, Release 2.1(1)：Cisco IPICS PMC に
関する情報入手や設定変更を行うために、コマンドライン インターフェイ
ス（CLI）で使用できるコマンドについて記載しています。

•

Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)：このマニュアルでは、
Cisco IPICS サーバに関する主な設定、操作、タスク管理についての情報を記
載しています。

•

Cisco IPICS Server Quick Start Guide, Release 2.1(1)：このマニュアルは、
『Cisco
IPICS Server Administration Guide』の縮約版であり、管理者が Cisco IPICS を
迅速に開始するのに役立ちます。

•

Cisco IPICS Server Quick Start Reference Card, Release 2.1(1)：このマニュアル
では、Cisco IPICS サーバに関するヒント、クィック リファレンスおよび使
用上のガイドラインを記載しています。

•

Using Cisco IPICS on Your IP Phone Quick Start Reference Card, Release 2.1(1)：
このマニュアルでは、IP Phone から Cisco IPICS へのアクセスに関する情報
およびこのサービスを使用する上でのヒントおよびガイドラインを記載し
ています。

•

Using the Cisco IPICS TUI Quick Start Reference Card, Release 2.1(1)：このマニュ
アルでは、ポリシー エンジン テレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）
にダイヤルインする、もしくは TUI からコールを受信する手順およびこのシ
ステムの使用上のガイドラインについて記載しています。
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•

Cisco IPICS Radio and Tone Descriptor File Examples Reference Card, Release
2.1(1)：このマニュアルでは、有効および無効な無線制御とシグナリング記
述子エントリの例、およびこれらのエントリを作成する上でのガイドライン
を記載しています。

•

Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release 2.1(1)：Cisco IPICS
サーバおよび Cisco IPICS オペレーティング システムのインストール、設定、
アップデートの方法について記載しています。

•

Cisco IPICS Server Quick Start Installation Reference Card, Release 2.1(1)：この
マニュアルでは、Cisco IPICS サーバのインストールおよびアップグレードに
関するヒント、クィック リファレンスを記載しています。

•

Release Notes for Cisco IPICS Release 2.1(1)：このマニュアルでは、このリリー
スの Cisco IPICS に関する新規または変更された機能、重要な注記、注意事
項、マニュアルのアップグレードについて記載しています。

•

Solution Reference Network Design (SRND) for Cisco IPICS Release 2.1(1)：この
マニュアルでは、Cisco IPICS ソリューションの配置に関する設計上の考慮事
項およびガイドラインに関する情報を記載しています。

•

Cisco IPICS Compatibility Matrix：このマニュアルでは、Cisco IPICS との使用
をサポートする互換性のあるハードウェアおよびソフトウェアに関する情
報を記載しています。

•

Cisco IPICS 2.1(1) Resources Card (Documentation Locator)：このマニュアルで
は、本リリースの Cisco IPICS に利用可能なマニュアルの概要を記載してい
ます。

Cisco IPICS に対応するマニュアルにアクセスするには、次の URL を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/products/ ps7026/ tsd_products_support_series_home.html

Cisco Unified Communications Manager（CallManager）のマニュアル
Cisco Unified Communications Manager（CallManager）については、次の URL のマ
ニュアルを参照してください。
http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.
html
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Cisco Unified Communications Manager Express のマニュアル
Cisco Unified Communications Manager Express については、次の URL のマニュア
ルを参照してください。
http://cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps4625/tsd_products_support_series_home
.html

Cisco 7800 シリーズ Media Convergence Server のマニュアル
Cisco 7800 シリーズ Media Convergence Server については、次の URL の MCS デー
タシートを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/voiceapp/ps378/products_data_sheets_list.ht
ml

Cisco Unified IP Phones 7900 シリーズのマニュアル
Cisco Unified IP Phone については、次の URL のマニュアルを参照してください。
http://cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.ht
ml

Session Initiation Protocol のマニュアル
ポリシー エンジンのダイヤルインおよびダイヤルアウト機能を制御するダイヤ
ル エンジンにより、Session Initiation Protocol (SIP) が使用されます。SIP につい
ては、次の URL のマニュアルを参照してください。
http://cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/tk587/tsd_technology_support_sub-protocol_h
ome.html
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Cisco Land Mobile Radio over IP/Solution Reference Network Design
Cisco Land Mobile Radio (LMR) over IP 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_guide09186a00801
f092c.html

•

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_implementatio
n_design_guide_book09186a0080347c1b.html

Cisco Security Agent
Cisco Security Agent (CSA) については、次の URL のマニュアルを参照してくだ
さい。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/index.html

Cisco IOS のマニュアル
一連の Cisco IOS ソフトウェア マニュアルは、アクセス サーバやルータ、スイッ
チなどの特定のシステム コンポーネントおよびその他のシスコ製品の設定に必
要なタスクやコマンドについて説明しています。各コンフィギュレーション ガ
イドは、対応するコマンド リファレンスと併せて使用できます。
Cisco IOS ソフトウェア設定については、次の URL のマニュアルを参照してくだ
さい。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/products_ios_cisco_ios_software_cat
egory_home.html

シスコシステムズマニュアルセンター
シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最
新版を PDF 形式で公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マ
ニュアル CD-ROM もオンラインで発注可能です。ご希望の方は、次の URL にア
クセスしてください。
http://www2.hipri.com/cisco/
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

xviii

OL-12986-01-J

このマニュアルについて
関連マニュアル

また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、
誤植に関するコメントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容
不良報告」をクリックすると、コメント入力画面が表示されます。
http://www2.hipri.com/cisco/
なお、技術内容に関するお問い合せは、この Web サイトではお受けできません
ので、製品を購入された各代理店へお問い合せください。
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マニュアルの注意事項および表記法
このマニュアルは、手順および説明で次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介してい
ます。

注意

「注意」です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述さ
れています。

表1

表記法

表記法

説明

太字

コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。

イタリック体

ユーザが値を指定するコマンド入力は、イタリック
体で示しています。

[

]

省略可能なキーワード、およびシステム プロンプト
に対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

{x | x | x}

キーワードの選択（x として表される）は、波カッ
コで囲み、縦線で区切って示しています。いずれか
1 つを必ず選択します。

ストリング

引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後に
は引用符を使用しません。引用符を使用すると、そ
の引用符も含めてストリングとみなされます。

^、Ctrl

Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl+D と
表記されている場合は、Ctrl キーを押しながら D
キーを押します。

screen

フォン ト

画面に表示される情報の例です。
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表1

表記法（続き）

表記法

説明

太字の screen フ ォ ン ト

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の
screen フォントで示しています。

イタリック体の screen
フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の
screen フォントで示しています。
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技術情報の入手方法、サポートの利用方法、およびセキュリ
ティ ガイドライン
技術情報の入手、サポートの利用、技術情報に関するフィードバックの提供、セ
キュリティ ガイドライン、推奨するエイリアスおよび一般的なシスコのマニュ
アルに関する情報は、月刊の『What’s New in Cisco Product Documentation』を参
照してください。ここには、新規および改訂版のシスコの技術マニュアルもすべ
て記載されています。次の URL からアクセスできます。
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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CHAPTER

1

Cisco IPICS のトラブルシュー
ティング情報の参照
この章では、Cisco IPICS に関するトラブルシューティング情報を確認する方法
について説明しています。発生する問題に利用できるトラブルシューティング情
報へのリンクについては、表 1-1 を参照してください。
表 1-1

トラブルシューティング情報の参照

問題の原因

ヘルプの参照先

Cisco IPICS のインストール

Cisco IPICS のインストールに関連する問題のトラブル
シューティングを行うには、
『Cisco IPICS Server Installation
and Upgrade Guide, Release 2.1(1)』の「Troubleshooting the
Installation」の章を参照してください。

次のいずれかのアクションを実行しま サーバ、ポリシー エンジン、およびサーバと通信するデバ
イスに関連する問題については、第 3 章「Cisco IPICS サー
す。
バの トラブルシューティング」を参照してください。
• Cisco IPICS サーバ
問題の特定および解決プロセスに役立つログ情報につい
• ポリシー エンジン
ては、
第 7章
「Cisco IPICS ログの概要」
を参照してください。
• Cisco IPICS エンドユーザ デバイス
間の通信
•

装置（Cisco Unified IP Phone もしくは
無線など）

•

RMS の設定

•

一般的な操作
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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トラブルシューティング情報の参照（続き）

問題の原因

ヘルプの参照先

次のいずれかのアクションを実行しま 通信関連の問題、エンドポイント デバイスおよび音声品質
の問題については、第 4 章「通信、音声品質、および他の
す。
装置の問題のトラブルシューティング」を参照してくださ
• Cisco IPICS エンドポイント間の通信
い。
• ハードウェア（Cisco Unified IP Phone
など）
•

ルータおよび RMS の設定

•

音声品質

PMC の問題

PMC アプリケーションのインストール時または使用時に
発生する問題のトラブルシューティングを行うには、第 5
章「PMC アプリケーションの トラブルシューティングに
関するヒント」を参照してください。
問題の特定および解決プロセスに役立つ PMC ログ情報に
ついては、P.7-10 の「PMC ログレベルの生成と変更」を参
照してください。

バックアップおよび復元

Cisco IPICS データベースのバックアップまたは復元に関
する情報を入手する場合や、バックアップまたは復元プロ
セスで発生する問題のトラブルシューティングを行う場
合 は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release
2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Database Backup and
Restore Operations」の章を参照してください。

ライセンス

ライセンスのインストールおよび使用に関する問題につ
いては、P.3-33 の「ライセンスに関する問題のトラブル
シューティング」を参照してください。
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2

Cisco IPICS ネットワーク プロ
セスのトラブルシューティング
Cisco IPICS サーバをブートすると、サーバ ソフトウェアが次のネットワーク プ
ロセスを自動的に起動します。
•

Tomcat サービス

•

データベース サーバ

•

ライセンス マネージャ

•

ダイヤル エンジン（ポリシー エンジンがサーバにライセンスされている場
合）

•

Cisco Security Agent（CSA）

この章では、これらのプロセスのトラブルシューティングに役立つ情報を示しま
す。次の項で構成されています。
•

Tomcat サービスの手順の実行（P.2-2）

•

データベース サーバの手順の実行（P.2-8）

•

ライセンス マネージャの手順の実行（P.2-12）

•

ダイヤル エンジンの手順の実行（P.2-15）

•

CSA の手順の実行（P.2-20）
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（注）

この章では、command-line interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）コ
マンドを使用する手順について説明します。Tomcat サービスとデータベース
サーバの両方が動作している場合、CLI を使用しないでそれらのステータスを確
認するには、Administration Console にログインし、Serviceability > Diagnostics
ウィンドウに移動し、次に Diagnostic Summary ペインで情報を表示します。

Tomcat サービスの手順の実行
Tomcat サービスには、Cisco IPICS の Web ベースのアプリケーションがすべて含
まれています。Tomcat サービスは、Cisco IPICS の機能に必要なプロセスを実行
します。また、ユーザが Administration Console や他の Web アプリケーションに
アクセスするには、このサービスが継続的に実行されている必要があります。
Cisco IPICS には、Tomcat サービスの継続的な実行を確保する安全機能として動
作する cron ジョブがあります。cron ジョブは、Tomcat サービスのステータスを
60 秒ごとに確認し、Tomcat サービスが停止していれば自動的に再開することが
できます。
この項では、Tomcat サービスについて説明します。次のトピックを扱います。
•

Tomcat サービスのステータスの確認（P.2-3）

•

手動での Tomcat サービスの停止（P.2-4）

•

手動での Tomcat サービスの開始（P.2-6）

•

手動での Tomcat サービスの再起動（P.2-7）
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Tomcat サービスのステータスの確認
Tomcat サービスのステータスを確認するには、Administration Console の
Serviceability > Diagnostics ウィンドウに移動し、Cisco IPICS Tomcat Web Server
Status フィールドを確認します。
Tomcat サービスまたはデータベース サーバが動作していない場合、
Administration Console でそのステータスを確認することはできません。この場合
は、CLI コマンドを入力してステータスを確認する必要があります。CLI コマン
ドを使用して Tomcat サービスのステータスを確認するには、次の手順を実行し
ます。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して Tomcat サービスのステータスを確認します。
[root]# service ipics_tomcat status
Tomcat サービスが正常に実行されている場合、コマンドは、次の例のようなプ
ロセスを返します。
Tomcat process (pid: 24025) is running on the system

Tomcat サービスが実行されていない場合は、次の例のような応答が表示されま
す。
Tomcat is not running on the system.

Tomcat サービスが実行されていない場合、ルート ユーザ ID で
service ipics_tomcat start CLI コマンドを入力して、手動で開始できます。詳細に
ついては、P.2-6 の「手動での Tomcat サービスの開始」を参照してください。
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手動での Tomcat サービスの停止
データベース関連のアクティビティなどのシステム メンテナンス タスクを実行
するときに、Administration Console へのユーザ アクセスをすべて禁止する場合
は、Tomcat サービスを停止します。
Tomcat サービスを停止するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
ターミナル コンソールが表示されます。

ステップ 2

Tomcat サービスを停止するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_tomcat stop
Tomcat サービスが停止すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表示しま
す。
Tomcat サービスが停止しない場合は、Cisco IPICS がサービスを停止できないこ
とを示すエラー メッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら、ス
テップ 3 に進みます。

ステップ 3

Tomcat サービスが停止しない場合は、次の手順を実行して、動作中のプロセス
を終了します。
a. 継続的に動作している Tomcat プロセスを確認するには、次の grep コマンド
を入力します。その結果、該当する Tomcat プロセスの情報が返されます。
[root] #ps -ef | grep tomcat
このコマンドにより、実行中の Tomcat プロセスのリストが表示されます。
b. grep 結果の 2 列目に表示される Process ID の値を書き留めます。
c. 継続的に動作している Tomcat プロセスを停止するには、次のコマンドを入
力します。
[root]# kill -9 <process-id>
表示の意味は次のとおりです。
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<process-id> には、ステップ b. で書き留めた Process ID の値を指定します。
d. 動作中の Tomcat プロセスごとに、ステップ c を繰り返します。
ステップ 4

次のコマンドを入力して Tomcat サービスのステータスを確認します。
[root]# service ipics_tomcat status
Tomcat サービスが正常に停止すると、次のメッセージが表示されます。
Tomcat is not running on the system.

ステップ 5

Tomcat サービスが停止しない場合は、次のコマンドを入力して ipics.log ファイ
ルを調べ、問題の原因に関する情報を収集します。
[root]# tail -75 /root/tomcat/current/logs/ipics.log

（注）

ipics.log ファイルには、Tomcat サービスのトランザクションを含めて、
Cisco IPICS サーバで発生するすべてのトランザクションに関するメッ
セージが記録されます。

ipics.log ファイルの最後の 75 行が表示されます。
ステップ 6

ログ ファイルから得られた情報に基づいて、問題を修正します。
この情報には、停止できなかった実行中のプロセスに関する情報が含まれている
場合があります。

ステップ 7

ipics.log ファイルの情報を使用しても問題を解決できない場合は、シスコのサ
ポート担当者にご連絡ください。
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手動での Tomcat サービスの開始
cron ジョブが Tomcat サービスを正常に開始しない場合や、ユーザが Tomcat サー
ビスを停止した場合、サービスを手動で開始するには、CLI コマンドを使用しま
す。
Tomcat サービスを手動で開始するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
ターミナル ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

Tomcat サービスを開始するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_tomcat start
Tomcat サービスが正常に開始すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表
示します。

（注）

ステップ 3

Tomcat サービスを開始してから、Administration Console へのユーザ アク
セスが可能になるまで、数分かかる場合があります。

Tomcat サービスが正常に開始しない場合は、次のコマンドを入力して ipics.log
ファイルを調べ、問題の原因に関する情報を収集します。
[root]# tail -75 /root/tomcat/current/logs/ipics.log

（注）

ipics.log ファイルには、Tomcat サービスのトランザクションを含めて、
Cisco IPICS サーバで発生するすべてのトランザクションに関する情報
が記録されます。

ipics.log ファイルの最後の 75 行が表示されます。
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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ステップ 4

ログ ファイルから得られた情報に基づいて、問題を修正します。
この情報には、Java 例外エラーが含まれている場合や、開始されなかったプロセ
スに関する情報が含まれている場合があります。

ステップ 5

ipics.log ファイルの情報を使用しても問題を解決できない場合は、シスコのサ
ポート担当者にご連絡ください。

手動での Tomcat サービスの再起動
Tomcat サービスを再起動するには、次の手順を実行します。

（注）

Tomcat サービスを再起動すると、Administration Console にログインして
いるすべてのユーザがスクリプトによってログアウトされます。

手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

Tomcat サービスを再起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_tomcat restart
Tomcat サービスを再起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表示し
ます。

（注）

Tomcat サービスを開始してから、Administration Console へのユーザ アク
セスが可能になるまで、数分かかる場合があります。
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データベース サーバの手順の実行
データベース サーバは、バックアップおよび復元操作や、データベースの更新
など、Cisco IPICS におけるデータベース関連のアクティビティをすべて実行し
ます。
この項では、データベース サーバの起動、停止、およびステータスの確認を行
う手順について説明します。次のトピックを扱います。
•

データベース サーバのステータスの確認（P.2-8）

•

手動でのデータベース サーバの再起動（P.2-9）

•

手動でのデータベース サーバの起動（P.2-10）

データベース サーバのステータスの確認
データベース サーバのステータスは、Administration Console から確認できます。
確 認 す る に は、Serviceability > Diagnostics ウ ィ ン ド ウ に 移 動 し、Diagnostic
Summary 領域を確認します。このペインの Cisco IPICS Database Status 領域に移
動して、データベース サーバのステータスを表示します。
データベース サーバが停止している場合、Administration Console にログインして
データベース サーバのステータスを確認することはできませんが、CLI コマンド
を入力して確認することはできます。データベース サーバのステータスを確認
するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

データベース サーバのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_db status
データベース サーバが正常に動作している場合、次の例のようなメッセージが
表示されます。
Ipics Database is running...
oninit (pid 21286 21285 21284 21283 21282 21281 21280) is running...

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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データベース サーバが動作していない場合、次の例のようなメッセージが表示
されます。
Ipics Database is stopped.

データベース サーバが動作していない場合、P.2-10 の「手動でのデータベース
サーバの起動」の手順を実行してデータベース サーバを手動で起動できます。

手動でのデータベース サーバの再起動
Cisco IPICS サーバのパフォーマンスの問題が発生する場合は、問題の原因が
データベース サーバであるかどうかを判別するために、データベースが使用し
ているシステム リソースを確認します。システム リソースを確認するには、次
のどちらかのアクションを実行します。
•

Administration Console で、Serviceability > Dashboard ウィンドウに移動し、
System Dashboard 領域に表示されるメモリ情報を確認する。

•

ルート ユーザ ID を使用してターミナル コンソール セッションにログイン
し、top コマンドを入力する。

（注）

top コマンドにより、CPU メモリの使用量が多い順にサーバ プロセスが
表示されます。

Cisco IPICS プロセスが大量のメモリを使用していることが確認された場合は、
データベース サーバを再起動します。この操作を行うと、ネットワーク プロセ
スの速度が向上する可能性があります。
データベース サーバを再起動するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
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ステップ 2

データベース サーバを再起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_db restart
Cisco IPICS は、データベース サーバが正常に停止すると、[OK] というメッセー
ジを表示し、データベース サーバが正常に再起動すると、再度 [OK] というメッ
セージを表示します。

ステップ 3

データベース サーバを再起動するときにエラー メッセージが表示された場合
は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。

手動でのデータベース サーバの起動
Cisco IPICS は、サーバのブート時にデータベース サーバを起動します。また、
データベースが停止している場合は、データベース サーバを手動で起動できま
す。データベースが動作しているかどうかを確認するには、P.2-8 の「データベー
ス サーバのステータスの確認」を参照してください。
ターミナル コンソール セッションからデータベース サーバを手動で起動するに
は、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

データベース サーバを起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_db start
データベース サーバが正常に起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージ
を表示します。

ステップ 3

データベースが正常に起動しない場合は、シスコのサポート担当者にご連絡くだ
さい。
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ヒント

データベースのログ ファイルを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
[root]# more /opt/cisco/ipics/database/logs/diagnostics.log
diagnostics.log ファイルでは、データベースが起動できなかった理由に
ついての詳細が示される場合があります。
「Assert failed」や「PANIC」
などのメッセージは、シスコのサポート担当者の支援が必要なデータ
ベースの問題があることを示しています。
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ライセンス マネージャの手順の実行
ライセンス マネージャとは、Cisco IPICS のライセンスを管理するネットワーク
プロセスです。
ライセンス マネージャは、24 時間ごとに新しいライセンスの有無を確認します。
新しいライセンスをすぐに有効にするには、ライセンス マネージャを再起動す
る必要があります。
この項では、ライセンス マネージャの起動、停止、およびステータスの確認を
行う手順について説明します。次のトピックを扱います。
•

ライセンス マネージャのステータスの確認（P.2-12）

•

ライセンス マネージャの再起動（P.2-13）

•

手動でのライセンス マネージャの起動（P.2-14）

ライセンス マネージャのステータスの確認
Cisco IPICS Administration Console からライセンス マネージャのステータスを確
認するには、Serviceability > Diagnostics ウィンドウに移動し、Diagnostic Summary
領域を確認します。このペインの Cisco IPICS Tomcat Web Server Status 領域に移
動して、ライセンス マネージャのステータスを表示します。

ヒント

lmgrd という語句を含むフィールドには、ライセンス マネージャに関する情報が
含まれています。
ライセンス マネージャのステータスを手動で確認するには、次の手順を実行し
ます。
手順

ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ライセンス マネージャのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_lm status
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ライセンス マネージャが動作している場合、次の例のようなメッセージが表示
されます。
ipics_lm is running (PID 20859).

ライセンス マネージャが動作していない場合、次の例のようなメッセージが表
示されます。
ipics_lm is not running.

ステップ 3

ライセンス マネージャが動作していない場合、P.2-14 の「手動でのライセンス
マネージャの起動」の手順を実行してライセンス マネージャを手動で起動でき
ます。

ライセンス マネージャの再起動
ファイルを追加した場合や、システムの日付を変更した場合は、ライセンスと日
付の変更を有効にするためにライセンス マネージャを再起動する必要がありま
す。
Administration Console からライセンス マネージャを再起動するには、
Administration > License Management ウィンドウに移動し、Apply ボタンをク
リックします。
CLI コマンドを使用してライセンス マネージャを再起動するには、次の手順を実
行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ライセンス マネージャを再起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_lm restart

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
OL-12986-01-J

2-13

第2章

Cisco IPICS ネットワーク プロセスのトラブルシューティング

ライセンス マネージャの手順の実行

Cisco IPICS は、ライセンス マネージャが正常に停止すると、[OK] というメッ
セージを表示し、ライセンス マネージャが正常に再起動すると、再度 [OK] とい
うメッセージを表示します。
ステップ 3

ライセンス マネージャまたは lmgrd プロセスを起動できなかったことを示すエ
ラー メッセージが表示された場合は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。

手動でのライセンス マネージャの起動
ライセンス マネージャが停止している場合、Administration Console からライセン
ス マネージャを再起動するには、Administration > License Management ウィン
ドウに移動し、Apply ボタンをクリックします。また、ターミナル コンソール
セッションからライセンス マネージャを手動で起動するには、次の手順を実行
します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ライセンス マネージャを起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_lm start
ライセンス マネージャが正常に起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセー
ジを表示します。

ステップ 3

ライセンス マネージャが起動しない場合は、P.2-12 の「ライセンス マネージャ
のステータスの確認」に記載されているアクションを実行して、ステータスを確
認します。

ステップ 4

ライセンス マネージャを起動できない場合は、シスコのサポート担当者にご連
絡ください。
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ダイヤル エンジンの手順の実行
ダイヤル エンジンは、ポリシー エンジンのダイヤルインおよびダイヤルアウト
機能を制御します。ポリシー エンジンとダイヤル エンジンの詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Using the Cisco IPICS
Policy Engine」の章を参照してください。

（注）

ダイヤル エンジンの手順を実行するには、あらかじめ Cisco IPICS システムでポ
リシー エンジンがライセンスされている必要があります。ポリシー エンジンが
ラ イ セ ン ス さ れ て い る か ど う か を 確 認 す る に は、Administration Console で
Administration > License Management > Summary タブに移動し、Policy Engine
Base License フィールドを確認します。システムでポリシー エンジンがライセン
スされていれば、フィールドには Licensed というステータスが表示されます。ラ
イ セ ン ス の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release
2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」の章を参照してく
ださい。

この項では、ダイヤル エンジンの起動、停止、再起動、およびステータスの確
認を行う手順について説明します。次のトピックを扱います。
•

ダイヤル エンジンのステータスの確認（P.2-15）

•

手動でのダイヤル エンジンの停止（P.2-16）

•

手動でのダイヤル エンジンの再起動（P.2-17）

•

手動でのダイヤル エンジンの起動（P.2-18）

ダイヤル エンジンのステータスの確認
ダイヤル エンジンのステータスを確認するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
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ステップ 2

ダイヤル エンジンのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ippe_dial_engine status
ダイヤル エンジンが正常に動作している場合、次の例のようなメッセージが表
示されます。
Checking status...
CVD process (pid 11290) is running...
Engine process (pid 11670) is running...

ダイヤル エンジン プロセスが動作していない場合、次の例のようなメッセージ
が表示されます。
Checking status...
CVD process is NOT running...
Engine process is NOT running...

ステップ 3

ダイヤル エンジンが動作していない場合、P.2-18 の「手動でのダイヤル エンジ
ンの起動」の手順を実行してダイヤル エンジンを手動で起動できます。

手動でのダイヤル エンジンの停止
CLI コマンドを使用してダイヤル エンジンを停止するには、次の手順を実行しま
す。

（注）

ダイヤル エンジンを停止すると、Cisco IPICS が、
アクティブなダイヤルイン コー
ルとダイヤルアウト コールをすべて切断します。

手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
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ステップ 2

ダイヤル エンジンを停止するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ippe_dial_engine stop
ダイヤル エンジン プロセスが正常に停止すると、Cisco IPICS が [OK] というメッ
セージを表示します。

手動でのダイヤル エンジンの再起動
CLI コマンドを使用してダイヤル エンジンを再起動するには、次の手順を実行し
ます。

（注）

ダイヤル エンジンを再起動すると、Cisco IPICS が、アクティブなダイヤルイン
コールとダイヤルアウト コールをすべて切断します。

手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ダイヤル エンジンを再起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ippe_dial_engine restart
ダイヤル エンジン プロセスが停止してから再起動すると、Cisco IPICS が [OK] と
いうメッセージを表示します。

ステップ 3

ダイヤル エンジンを再起動できない場合は、次の手順を実行します。
a. Administration > License Management > Summary タブに移動して、
ポリシー
エンジンがライセンスされていることを確認します。
b. Policy Engine Base License フィールドで、ライセンスのステータスを確認し
ます。
表示されるステータスは、Licensed または Not Licensed のどちらかです。
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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c. 表示される出力に応じて、次のどちらかのアクションを実行します。
•

Policy Engine Base License フィールドに Not Licensed ステータスが表示
される場合は、ポリシー エンジンがライセンスされていません。ポリ
シー エンジン機能が含まれたライセンスを購入するには、
『Cisco IPICS
Server Installation and Upgrade Guide, Release 2.1(1)』の「Installing Cisco
IPICS」の章にある「Obtaining Your License File」
の項を参照してください。

•

Policy Engine Base License フィールドに Licensed ステータスが表示され
る場合は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。

手動でのダイヤル エンジンの起動
ダイヤル エンジンが停止している場合、CLI コマンドを使用して手動で起動する
には、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ダイヤル エンジンを起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ippe_dial_engine start
ダイヤル エンジン プロセスが正常に起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッ
セージを表示します。

ステップ 3

ダイヤル エンジンを起動できない場合は、次の手順を実行します。
a. Administration > License Management > Summary タブに移動して、
ポリシー
エンジンがライセンスされていることを確認します。
b. Policy Engine Base License フィールドで、ライセンスのステータスを確認し
ます。
表示されるステータスは、Licensed または Not Licensed のどちらかです。
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c. 表示される出力に応じて、次のどちらかのアクションを実行します。
•

Policy Engine Base License フィールドに Not Licensed ステータスが表示
される場合は、ポリシー エンジンがライセンスされていません。ライセ
ンスを購入し、ダイヤル エンジンおよびポリシー エンジンの機能を入
手 す る に は、『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release
2.1(1)』の「Installing Cisco IPICS」の章にある「Obtaining Your License File」
を参照してください。

•

Policy Engine Base License フィールドに Licensed ステータスが表示され
る場合は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。
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CSA の手順の実行
CSA は、サーバおよびデスクトップ コンピュータ システムを脅威から保護しま
す。また、サーバ上でユーザが権限のないアクションを実行することを防止しま
す。システムレベルの機能を実行するとき、問題のデバッグを行うとき、または
保護されたシステム ファイルを編集するときは、CSA の停止が必要になる場合
があります。
この項では、CSA の特定の手順を実行する方法について説明します。次のトピッ
クを扱います。
•

CSA ログ メッセージの表示（P.2-20）

•

手動での CSA の停止（P.2-21）

•

手動での CSA の起動（P.2-22）

CSA ログ メッセージの表示
ユーザやプロセスによる保護ファイルの修正または削除など、特定のアクション
を CSA が拒否した場合は、次の例のようなメッセージが生成されます。
Oct 15 04:02:02 [hostname] CiscoSecurityAgent[3480]: Event: The
process '/bin/cp' (as user root(0) group root(0)) attempted to access
'/var/cache/man/whatis'. The attempted access was an open. The
operation was denied.

CSA のアクションは、セキュリティ イベント ログで確認できます。セキュリ
ティ イベント ログを表示するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、Cisco IPICS サーバ上の /var/log ディレクトリに移動し
ます。
[root] #cd /var/log
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ステップ 3

ディレクトリ内の csalog という名前で始まるファイルを表示するには、次のコマ
ンドを入力します。
[root]# ls -l csalog*
csalog で始まるファイルがすべて表示されます。

（注）

ステップ 4

セキュリティ イベント ログ ファイルの名前は csalog です。csalog ファイルが最
大サイズに達した場合、Cisco IPICS は、csalog.0 という新しいファイルを作成し、
csalog ファイルの情報を csalog.0 ファイルにコピーした後、csalog ファイルの
データを削除します。csalog ファイルが再び最大サイズに達した場合、
Cisco IPICS は、csalog.0 ファイルを csalog.1 にリネームし、csalog ファイルの情
報を csalog.0 ファイルにコピーした後、csalog ファイルのデータを削除します。

ログ ファイルを表示するには、次のコマンドを入力します。
[root]# cat csalog.x
表示の意味は次のとおりです。
x は、ファイルの番号拡張子です（該当する場合）。
テキスト ビューア ウィンドウに、セキュリティ イベント ログの内容が表示され
ます。このログには、CSA が検出したセキュリティ イベントの詳細なリストが
示されます。また、存在する場合は、それらのイベントの結果として CSA が実
行したアクションも示されます。

手動での CSA の停止
CSA を停止するには、ターミナル コンソール セッションでコマンドを発行しま
す。ターミナル コンソール セッションから CSA を停止するには、次の手順を実
行します。
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手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

CSA を停止するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ciscosec stop
CSA が停止すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表示します。

手動での CSA の起動
Cisco IPICS サーバ ソフトウェアを使用して CSA をインストールした場合、CSA
は、Cisco IPICS サーバのブート時に自動的に起動します。CSA を停止した場合
や、何らかの理由で CSA が自動的に停止した場合、CSA を再起動するには、CSA
ユーティリティを使用するか、または CLI コマンドを入力します。
ターミナル コンソール セッションから CSA プロセスを起動するには、次の手順
を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

CSA を起動するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ciscosec start
CSA が起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表示します。
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3

Cisco IPICS サーバの
トラブルシューティング
この章では、Cisco IPICS サーバの使用時に発生する可能性のある問題を解決す
る方法について説明します。次の項で構成されています。
•

Cisco IPICS のインストールに関する問題のトラブルシューティング（P.3-2）

•

Cisco IPICS Administration Console の問題のトラブルシューティング（P.3-2）

•

ユーザ ID とパスワードの問題のトラブルシューティング（P.3-29）

•

ライセンスに関する問題のトラブルシューティング（P.3-33）

•

ポリシー エンジンの問題のトラブルシューティング（P.3-43）
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Cisco IPICS のインストールに関する問題のトラブルシュー
ティング
Cisco IPICS のインストール時に発生する可能性のある問題のトラブルシュー
ティングについては、『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release
2.1(1)』の「Troubleshooting the Installation」の章を参照してください。

Cisco IPICS Administration Console の問題のトラブル
シューティング
この項では、Cisco IPICS Administration Console に関して発生する可能性のある問
題について説明します。この問題は、ログインの問題から、Administration Console
での情報表示に関する問題まで、多岐にわたっています。
この項では、次のトピックを扱います。
•

ブラウザに関する断続的な問題の解決（P.3-3）

•

Administration Console ブラウザ セッションでサーバへのアクセスが失敗す
る問題の解決（P.3-4）

•

Administration Console のテキストの拡大（P.3-10）

•

Administration Console のテキストの縮小（P.3-11）

•

Administration Console にアクセスを試みたときの 404 または 500 エラー メッ
セージの分析（P.3-12）

•

RMS に 12 以上のループバック インターフェイスを設定した場合のブラウ
ザのタイムアウト問題のトラブルシューティング（P.3-14）

•

ログインの問題や障害を解決して Administration Console でのタスクを完了
するためのデータベース手順の実行（P.3-17）

•

ディスパッチャによるアクションがなくても VTG がアクティブになる
（P.3-19）

•

VTG のアクティブ化に関する問題のトラブルシューティング（P.3-19）

•

ユーザの PMC に VTG が表示されない（P.3-21）

•

ops ビューの保存が失敗する問題のトラブルシューティング（P.3-21）

•

Administration Console 未定義エラーの解決（P.3-23）
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•
•

コマンドが断続的に失敗する（P.3-24）
Internet Explorer へのフォントの追加による言語文字の表示問題の解決
（P.3-24）

•

データベース復元操作後、ログイン時に PMC ユーザにエラー メッセージが
表示される（P.3-25）

•

複数のユーザが Cisco IPICS を設定しているときに設定変更が保存されない
（P.3-27）

•

削除済みのシステム管理者ユーザの回復（P.3-27）

ブラウザに関する断続的な問題の解決
問題
ブラウザ ウィンドウに最新の設定変更が反映されません。または、
Administration Console に関する断続的な問題が発生します。
解決法
Cisco IPICS では、Internet Explorer バージョン 6.0.2 の使用だけがサ
ポートされています。Cisco IPICS を使用する際は、次に示すブラウザ関連のガ
イドラインと注意事項に注意してください。
•

デフォルトでは、Administration Console は、30 分間使用しないとタイムアウ
トします。タイムアウトすると、ログインし直すように求められます。

（注）

•

Administration > Options ウィンドウにアクセスし、Cisco IPICS Session
Timeout Period フィールドに新しい値を入力すると、このセッション タ
イムアウト時間を異なる長さに設定できます。

最善の方法として、ブラウザ ウィンドウの更新を、サーバ管理タスクの実
行前に頻繁に行うことをお勧めします。この方法により、最新の情報に基づ
いて作業していることが保証されます。最新のデータが表示されていない
ウィンドウで管理用の更新を実行すると、更新が失敗し、Cisco IPICS がエ
ラーを表示します。このような場合は、ブラウザ ウィンドウを更新して再
試行します。
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•

現在のブラウザ ウィンドウに最新の情報が表示されるようにするには、ウィ
ンドウを表示するときに使用したボタンまたはタブをクリックして、ウィン
ドウをリフレッシュします。Cisco IPICS では、Administration Console でウィ
ンドウをリフレッシュするときにブラウザの Refresh ボタンを使用すること
はサポートされていません。

•

Cisco IPICS Administration Console では、機能によってはブラウザのポップ
アップ ウィンドウが使用されます。ブラウザ ポップアップ ブロッカー ソフ
トウェアがマシンにインストールされていると、特定のアクションを実行で
きない場合があります。管理タスクの実行がブロックされないようにするに
は、Administration Console を使用する前に、マシンにインストールされてい
るポップアップ ブロッカーをすべて無効にします。

•

Cisco IPICS では、同じマシンで同時に複数のブラウザ セッションから
Administration Console にアクセスすることはサポートされていません。複数
のブラウザ セッションを使用して Administration Console にアクセスすると、
予期しない結果が生じる場合があります。サーバの正常動作を保証するた
め、同じマシンで一度に複数のブラウザ セッションを開いて Administration
Console 機能を実行することはしないでください。

•

ブラウザ関連のメモリ問題を回避するため、Cisco IPICS Administration
Console を長期間使用している場合は、ブラウザを終了してから再起動しま
す。

Administration Console ブラウザ セッションでサーバへのアクセスが失
敗する問題の解決
問題
Cisco IPICS のインストール後、ブラウザ セッションを使用して
Cisco IPICS サーバに正常に接続できません。
解決法
す。

この問題は、次のいずれかの問題がある場合に発生することがありま

•

入力した Cisco IPICS サーバの IP アドレスまたは DNS 名が誤っている。

•

Tomcat サービスが実行されていない。

•

データベース サーバが動作していない。

•

コンピュータのセキュリティ設定が原因で、必須の JavaScript アドオンが無
効になっている。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

次の項目を調べて、入力した URL が正しいことを確認します。
•

URL に、
セキュアな HTTP URL の https:// を使用していることを確認します。

•

サーバの IP アドレスを入力した場合は、ブラウザの Address フィールドに入
力した IP アドレスが正しいことを確認します。

•

サーバの DNS 名を入力した場合は、DNS 名が正しいこと、およびネット
ワークが DNS 名を解決できることを確認します。ネットワークが DNS 名を
解決できない場合は、ブラウザで IP アドレスを入力します。

ステップ 2

それでも Administration Console にアクセスできない場合は、ルート ユーザ ID を
使用してターミナル コンソールから Cisco IPICS サーバに接続します。

ステップ 3

hostname login: フィールドに root と入力し、Enter キーを押します。
Cisco IPICS により、ルート ユーザ ID のパスワードを入力するように求められま
す。

ステップ 4

ルート ユーザ ID のパスワードを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 5

Tomcat サービスが実行されていることを確認するために、次のコマンドを入力
します。
[root]# service ipics_tomcat status

ステップ 6

表示される出力に応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
•

Tomcat サービスが実行されている場合は、次の例のような出力が表示され
ます。
[root]# service ipics_tomcat status
Tomcat process (pid: 24025) is running on the system

Tomcat サービスが実行されていることを示す出力が表示された場合は、ス
テップ 12 に進みます。
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•

Tomcat サービスが実行されていない場合は、次の例のような出力が表示さ
れます。
[root]# service ipics_tomcat status
PID_SEARCH_RESULT=
Tomcat is not running on the system.

Tomcat サービスが実行されていないことを示す出力が表示された場合は、
ステップ 7 に進みます。
ステップ 7

次のコマンドを入力して、Tomcat サービスとポリシー エンジンを再起動します。
[root]# service ipics restart

（注）

ステップ 8

service ipics restart コマンドを入力した場合、Cisco IPICS はアクティブ
なダイヤルインまたはダイヤルアウト コールをすべて取り消すことに
注意してください。

Tomcat サービスが再起動しない場合は、次のアクションを実行します。
a. Cisco IPICS によって crontab ファイルがすでにインストールされていること
を確認するために、次のコマンドを入力します。
[root]# crontab -l -u ipicsadmin

（注）

crontab ファイルは、Tomcat サービスとデータベースが動作しているかど
うかを確認するプロセスを実行し、それらが動作していなければ起動し
ます。
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b. 次のようなメッセージが表示された場合、tomcat cron ファイルはすでに存在
します。ステップ 12 に進みます。
[root]# crontab -l -u ipicsadmin
#-------------------------------------------------------------#
# Module: ipicsadmin.cron - Cisco IPICS cron file for user
'ipicsadmin'
#
# Usage: crontab < ipicsadmin.cron
#
# Environment Variables:
#
#--------------------------------------------------------------SHELL=/bin/sh
MAILTO=root
HOME=/opt/cisco/ipics/tomcat
* * * * * /opt/cisco/ipics/bin/check_tomcat >>
/opt/cisco/ipics/tomcat/current/logs/ipicsadmin_cron.log 2>&1

c. no crontab for ipicsadmin などのメッセージが表示された場合は、ステップ 9
に進みます。
ステップ 9

次のコマンドを入力して、crontab ファイルをインストールします。
[root]# crontab /opt/cisco/ipics/cron/ipicsadmin.cron
Cisco IPICS によって crontab ファイルがインストールされます。
続いて、Cisco IPICS が Tomcat サービスを開始します。ここで、ブラウザを使用
して Administration Console にログインします。
Tomcat サービスのステータスの確認については、P.2-2 の「Tomcat サービスの手
順の実行」を参照してください。

ステップ 10 データベースのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
[root]# onstat データベースがオンラインで動作している場合、コマンドは次の例のような出力
を返します。
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1
00:16:14 -- 124036 Kbytes

-- On-Line -- Up
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データベースが動作していない場合、コマンドは次の例のような出力を返しま
す。
shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'IPICSDBServer'

データベースが動作していないことを示すコマンド出力が表示された場合は、ス
テップ 11 に進みます。
ステップ 11 データベースが動作していない場合は、次のコマンドを入力して、データベース
サーバを手動で起動します。
[root]# service ipics_db start
ステップ 12 ネットワーク接続を確認するには、次のコマンドを入力します。
ping <default gateway IP address>
表示の意味は次のとおりです。
<default gateway IP address> は、ネットワークのデフォルト ゲートウェイのアド
レスを表します。
ステップ 13 ping コマンドで正常に応答が返らない場合は、
サーバのインターフェイス 1 から
ネットワーク ケーブルを取り外し、インターフェイス 2 に接続します。

（注）

一般に、サーバのイーサネット インターフェイスに NIC 1 および NIC 2
のラベルが付いている場合は、イーサネット ケーブルを NIC 1 インター
フェイスに接続してください。このインターフェイスは、通常、eth0 イ
ンターフェイスです。サーバのイーサネット インターフェイスに 1 およ
び 2 のラベルが付いている場合は、eth0 インターフェイスがインター
フェイス 2 にマッピングされている可能性があります。サーバの製品マ
ニュアルを参照して、インターフェイスのマッピングを確認してくださ
い。

ステップ 14 ステップ 12 を再試行し、サーバのネットワーク接続を確認します。
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ステップ 15 ping コマンドで正常に応答が返された場合は、ネットワーク上の別のサーバにロ
グインし、Cisco IPICS サーバへの ping を試行します。
ping コマンドで正常に応答が返らない場合は、ネットワーク管理者と連携して、
ネットワーク接続の問題を解決してください。
ステップ 16 Administration Console へのアクセスに使用する PC のセキュリティ設定を確認し
ます。

（注）

セキュリティを高めるには、
『Windows XP Security Guide』に記載されて
いる推奨事項を確認し、それに従うことをお勧めします。このマニュア
ルを見つけるには、http://support.microsoft.com/ にある Microsoft のサポー
ト サイトを参照し、
「Windows XP Security Guide」を検索してください。
『Windows XP Security Guide』に記載されている推奨事項に従って、アド
オン リストで明示的に許可されたアドオンを除くすべてのアドオンを
拒否した場合、Administration Console にアクセスできないという問題が
発生する可能性があります。この問題は、Microsoft Windows XP SP2 を
実行する PC で Internet Explorer を使用していて、アドオン リストで
JavaScript GUID を有効にしていない場合に発生します。

ステップ 17 次の JavaScript GUID アドオンを PC 上で明示的に有効にして、Internet Explorer か
ら適切な操作を行うことができるようにセキュリティ設定を変更します。
GUID: {F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58} - JavaScript
このアドオンを有効にする方法の詳細については、http://support.microsoft.com/ に
ある Microsoft サポート サイトを参照し、文書番号 555235 を検索してください。
ステップ 18 次のように、IP アドレスまたは DNS 名を入力して、サーバに再度アクセスを試
みます。
https://<ipaddress> | <dnsname>
表示の意味は次のとおりです。
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<ipaddress> または <dnsname> は、サーバの IP アドレスまたは DNS 名を表しま
す。
それでもサーバにアクセスできない場合は、シスコのサポート担当者にご連絡く
ださい。

Administration Console のテキストの拡大
問題
Administration Console に正常にログインしましたが、Administration
Console に表示されるテキストが小さすぎます。
解決法
ブラウザが、通常のフォントよりも小さなフォントでテキストを表示
するように設定されています。Administration Console のテキストを大きくするに
は、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

サポートされているバージョンの Internet Explorer ブラウザを開きます。

ステップ 2

ブラウザのメニューバーで、View > Text Size を選択します。

ステップ 3

オプションのリストから Medium または Larger を選択して、テキスト サイズを
大きくします。
ブラウザ ウィンドウのテキストがより大きなフォントで表示されます。
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Administration Console のテキストの縮小
問題
Administration Console に正常にログインしましたが、Administration
Console に表示されるテキストが大きすぎます。
解決法
ブラウザが、通常のフォントよりも大きなフォントでテキストを表示
するように設定されています。Administration Console のテキストを小さくするに
は、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

サポートされているバージョンの Internet Explorer ブラウザを開きます。

ステップ 2

ブラウザのメニューバーで、View > Text Size を選択します。

ステップ 3

オプションのリストから Medium または Smaller を選択して、テキスト サイズ
を小さくします。
ブラウザ ウィンドウのテキストがより小さなフォントで表示されます。
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Administration Console にアクセスを試みたときの 404 または
500 エラー メッセージの分析
問題
サーバ ソフトウェアのアップグレード後に Cisco IPICS Administration
Console にアクセスすると、ブラウザに次の例のような 404 または 500 エラー
メッセージが表示されます。
HTTP Status 404:
type Status report
message /ipics_server/
description: The requested resource (/ipics_server/) is not available.

Error: 500
Location: /ipics_server/
Internal Servlet Error:

解決法
このようなエラーが発生するのは、サーバ ソフトウェアのアップグ
レード後も、以前のバージョンで Cisco IPICS が使用していたコンポーネントが
システムにキャッシュされている場合です。キャッシュされたコンポーネントが
妨げとなって、新しいバージョンのソフトウェアが正常に動作せず、Web アプリ
ケーションが使用不能になったり、一般的なサーブレット（500）エラーが発生
したりする場合があります。その結果、アプリケーションが起動後に不意に終了
します。
この問題が発生した場合、システムは、ipics.log 内に次の例のようなエラー メッ
セージを表示することがあります。
09:10:32,818 ERROR [/ipics_server]:3673 - Exception sending context
initialized event to listener instance of class
com.domain.ipics.server.core.ServerImpl
java.lang.ClassFormatError: Incompatible magic value 16693950 in class
file

Administration Console の Serviceability > System Logs ウィンドウにアクセスしな
いでこれらのログ エントリを表示するには、CLI コマンドを使用して、ログ ファ
イルに手動でアクセスする必要があります。
次の手順を実行してログ エントリに手動でアクセスし、該当するエラー メッ
セージを探します。
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手順
ステップ 1

SSH Secure Shell クライアント ソフトウェア（または同等のソフトウェア）を使
用して、Cisco IPICS サーバに接続します。

ステップ 2

ルート ユーザ特権を使用してサーバにログインします。

ステップ 3

次のコマンドを入力して、ディレクトリを変更します。
[root]# cd tomcat/current/logs

ステップ 4

次のコマンドを入力して、ipics.log ファイルの最後の 25 行を読み取ります。

ステップ 5

[root]# tail -25 ipics.log

ステップ 6

ログで、Web アプリケーションの問題を示すエラーを探します。このようなエ
ラー メッセージには、ドメイン名（yourdomain.com）が含まれている可能性があ
ります。また、404 または 500 エラーに関するメッセージには、
「Incompatible
magic value」や「Class not found」などのフレーズが含まれています。

ステップ 7

Cisco IPICS Web アプリケーションの破損が確認された場合は、次のコマンドを
入力して、webapps ロケーションにある 1 つ以上の ipics_server フォルダを削除し
ます。
[root]# rm -rf /opt/cisco/ipics/tomcat/current/webapps/ipics_server

（注）

ステップ 8

-rf 引数を指定して rm コマンドを使用すると、警告なくファイルとフォ
ルダが削除されるため、注意してください。

次のコマンドを入力して、work ロケーションにある ipics_server フォルダを削除
します。
[root]# rm –rf /opt/cisco/ipics/tomcat/current/work/Catalina/localhost/ipics_server
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ステップ 9

次のコマンドを入力して、Tomcat サービスを再起動します。
[root]# service ipics_tomcat restart
サービスが再起動したかどうかを示すメッセージが表示されます。
Tomcat サービスが再起動すると、新しい ipics_server フォルダが作成されます。

ステップ 10 サポートされているバージョンの Internet Explorer ブラウザを開きます。
ステップ 11 Location or Address フィールドに、次の形式で URL を入力します。
https://<ipaddress> | <dnsname>
表示の意味は次のとおりです。
<ipaddress> はサーバの IP アドレスで、<dnsname> はサーバに設定したホスト名
です。
これで、Administration Console にアクセスできるようになりました。

RMS に 12 以上のループバック インターフェイスを設定した場合のブラウ
ザのタイムアウト問題のトラブルシューティング
問題
高遅延で低帯域幅の接続を使用する場合、12 以上のループバック イン
ターフェイスが設定された RMS に関して RMS 設定を更新しようとすると、ブ
ラウザのタイムアウト エラーが発生することがあります。
解決法
この問題を解決するには、PC 上で Internet Explorer の設定を修正し
て、タイムアウト期間を調整する必要があります。この設定では、ReceiveTimeout
データ値を修正して、より長い遅延に対応できるようにします。
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注意

レジストリを修正する場合は、細心の注意を払ってください。レジストリの編集
に慣れていない場合は、この手順を実行する前に、サポート担当者にご連絡くだ
さい。レジストリを誤って修正すると、オペレーティング システムの再インス
トールが必要になる場合があります。したがって、修正する前に、レジストリを
バックアップし、問題が発生した場合のレジストリの復元方法について確認して
おいてください。

ヒント

レジストリのバックアップ、復元、および修正方法の詳細については、
http://support.microsoft.com に あ る Microsoft サ ポ ー ト サ イ ト に ア ク セ ス し、
Microsoft Windows レジストリに関するサポート技術情報を検索してください。

ReceiveTimeout データ値を修正するには、Cisco IPICS Administration Console への
アクセスに使用する PC 上で、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Administration Console へのアクセスに使用する PC 上で、Start > Run の順に選択
します。

ステップ 2

Open ダイアログボックスに、regedit と入力します。
Registry Editor が表示されます。

ステップ 3

HKEY_CURRENT_USER エントリの横に表示されている + 記号をクリックし
ます。
現在ログインしているユーザのルート設定情報を含むフォルダが表示されます。

ステップ 4

各フォルダ名の横に表示されている + 記号をクリックして、
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ フォルダに移動します。
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ステップ 5

Internet Settings フォルダの横に表示されている + 記号をクリックします。
この時点で、次のフォルダまで移動しています。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Internet Settings

ステップ 6

Internet Settings フォルダで、ReceiveTimeout という名前を探します。

ステップ 7

この設定を修正するには、ReceiveTimeout 名を右クリックし、Modify をクリッ
クします。
Edit DWORD Value ダイアログボックスが表示されます。現在の DWORD 値が 16
進形式で表示されます。
一方、Delete をクリックして、ReceiveTimeout 名を完全に削除することもできま
す。このアクションを実行する場合は、結果として、サーバが応答するまで無期
限に待ち続ける可能性があることに注意してください。

ステップ 8

Decimal オプション ボタンをクリックして、この値を 10 進形式で表示します。

ステップ 9

この値を、高遅延で低帯域幅のリンクに対応させるための推奨値に設定するに
は、Value data フィールドに 480000 を入力します。
この修正により、タイムアウト値が 8 分に設定されます。

ステップ 10 OK をクリックして変更を保存します。
ステップ 11 Registry Editor を終了するには、Registry > Exit の順に選択します。
ステップ 12 変更を有効にするために、PC を再起動します。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

3-16

OL-12986-01-J

第3章

Cisco IPICS サーバの トラブルシューティング
Cisco IPICS Administration Console の問題のトラブルシューティング

ログインの問題や障害を解決して Administration Console でのタスクを
完了するためのデータベース手順の実行
問題
システムに現在ログインしているユーザがタスクを実行しようとする
とエラーが発生します。また、新しいユーザが Administration Console にログイン
できません。既存の VTG およびチャネル接続は正常に機能します。
解決法

この問題は、次の条件が該当する場合に発生することがあります。

•

データベースが停止している。

•

データベースが休止モードになっている。このモードになるのは、復元操作
またはデータベース メンテナンスの実行中です。

データベースが停止している場合や、休止モードになっている場合は、次の手順
を実行してデータベースを再起動します。
この問題のトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

次の手順に従って、データベースが動作していることを確認します。
a. SSH Secure Shell クライアント ソフトウェア（または同等のソフトウェア）
を使用して、Cisco IPICS サーバに接続します。
b. ルート ユーザ ID を使用してサーバにログインします。
c. 次のコマンドを入力して、データベースが動作しているかどうかを確認しま
す。
[root]# onstat − データベースがオンラインで動作している場合、コマンドは次の応答を
返します。この場合は、ステップ 5 に進みます。
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1
Up 00:16:14 -- 124036 Kbytes

-- On-Line --

− データベースが休止モードになっている場合、コマンドは次の応答を返
します。この場合は、d に進みます。
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1
-- Up 00:00:42 -- 124036 Kbytes

-- Quiescent
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− データベースが動作していない場合、コマンドは次の応答を返します。
この場合は、ステップ 2 に進みます。
shared memory not initialized for INFORMIXSERVER
'IPICSDBServer'

d. データベースが休止モードで、復元操作が進行中の場合は、操作が完了する
まで待ちます。
e. 現在データベースを復元していない場合は、次のコマンドを入力して、デー
タベースをメンテナンス モードからオンライン モードに移行します。
[root] #onmode –m
ステップ 2

データベースが停止している場合は、次のコマンドを入力して起動します。
[root]# service ipics_db start
データベースが正常に起動すると、Cisco IPICS オペレーティング システムが
[OK] というメッセージを表示します。

ステップ 3

データベースが正常に起動しない場合は、次のコマンドを入力して、
diagnostics.log ファイルを調べます。
[root]# more /opt/cisco/ipics/database/logs/diagnostics.log

ステップ 4

Space バーを押して、ログ ファイルのメッセージをすべて表示します。メッセー
ジ ログ ファイルを閉じるには、q キーを押します。
diagnostics.log ファイルに表示される情報を使用して問題を解決できない場合
は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。

ステップ 5

データベースが正常に動作せず、Administration Console を使用できない場合は、
シスコのサポート担当者にご連絡ください。
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ディスパッチャによるアクションがなくても VTG がアクティブになる
問題
VTG をアクティブにしていないにもかかわらず、Administration Console
の VTG Management > VTG Workgroups ウィンドウで VTG がアクティブになっ
ています。
解決法

（注）

この状況は、次のいずれかの場合に発生することがあります。

•

VTG がポリシーによってトリガーされた。Cisco IPICS が最近アクティブに
したポリシーに VTG が含まれているかどうかを確認するには、
Policy Management > Execution Status > Executing/Executed Policy タブに移
動します。

•

別のディスパッチャが Cisco IPICS システムにログインして、その VTG をア
クティブにした。

最善の方法として、ブラウザ ウィンドウのリフレッシュを、サーバ管理機能の
実行前に頻繁に行うことをお勧めします。この方法により、最新の情報に基づい
て作業していることが保証されます。最新のデータが表示されていないウィンド
ウで管理用のリフレッシュを実行すると、リフレッシュが失敗し、Cisco IPICS が
エラーを表示します。このような場合は、ブラウザ ウィンドウをリフレッシュ
して再試行します。

VTG のアクティブ化に関する問題のトラブルシューティング
問題
ポリシーをアクティブにしても、ポリシー内の VTG のいずれかがアク
ティブになりません。
解決法
システムのリソースが不足している（たとえば、マルチキャスト ア
ドレスが使用できない）ために、ポリシー全体をアクティブにできない可能性が
あります。このような場合、Cisco IPICS は可能な限り多くのポリシーをアクティ
ブにします（たとえば、システムで使用できるマルチキャスト アドレスが 2 つ
だけの場合は、ポリシー内の 3 つの VTG のうち、2 つをアクティブにします）。
問題を修正するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

Policy Management > Execution Status > Executing/Executed Policy タブに移動し
ます。

ステップ 2

アクティブになっているポリシーを特定します。

ステップ 3

ポリシー名の横の + をクリックして展開します。

ステップ 4

Action Type フィールドに ActivateVTG が含まれているすべての行で、Status
フィールドを確認します。

ステップ 5

ステータスが Failed と表示されている場合は、Message フィールドの Details を
クリックします。
Message ポップアップ ウィンドウが表示され、アクティブ化の失敗に関する詳細
な情報が示されます。

ステップ 6

Message ウィンドウの情報から問題の原因を特定できる場合は、適切なアクショ
ンを実行して問題を解決します。
たとえば、次のメッセージは、使用可能なマルチキャスト アドレスの数が不足
していることが原因で問題が発生していることを示している可能性があります。
Activate VTG:vtgname has FAILED.Failed to activate talkgroup
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ユーザの PMC に VTG が表示されない
問題
ディスパッチャがユーザを VTG に追加しましたが、ユーザの PMC に
VTG が表示されません。ユーザには、オペレータがユーザ プロファイルに関連
付けるチャネルが表示されないこともあります。
解決法
この問題が発生するのは、ユーザが 2 つの異なるユーザ ID でデータ
ベースにログインした場合です。ユーザがログインに使用したユーザ ID と、オ
ペレータまたはディスパッチャが使用したそのユーザの ID が異なっている可能
性があります。
User Management > Users ウィンドウで、複数のユーザ ID を持つユーザがいるか
どうかを確認し、余分な ID を削除します。

ops ビューの保存が失敗する問題のトラブルシューティング
問題
追加した ops ビューを保存しようとすると、次のエラー メッセージが表
示されます。
Cisco IPICS could not save ops view <opsview name>

表示の意味は次のとおりです。
<opsview name> は、保存しようとした ops ビューの名前です。
解決法
Cisco IPICS がこのエラー メッセージを表示する原因としては、デー
タベースの問題や他のシステム コンポーネントの問題など、さまざまな状況が
考えられます。このエラーが発生した場合は、次のアクションを実行します。
手順
ステップ 1

IPICS ユーザ ID を使用して、Cisco IPICS Administration Console にログインしま
す。

ステップ 2

Serviceability > System Logs ウィンドウに移動します。
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ステップ 3

Recent System Log Entries ペインで、ログを確認します。赤色または青色のテキ
ストで表示されたエラーのうち、ops ビューに関連すると思われるものがあるか
どうかを確認します。

ステップ 4

Recent System Log Entries ペインで ops ビューに関連するエラーが見つからない
場合は、Download をクリックして、アクティビティ ログをコンピュータにダウ
ンロードします。

ステップ 5

ipics.zip ファイルを解凍し、ipics.log ファイルをコンピュータに保存します。

ステップ 6

ipics.log ファイルをテキスト ファイルとして開きます。

（注）

ステップ 7

ログ ファイルを表示するには、Wordpad など、UNIX の改行文字を認識
するテキスト ファイル ビューアを使用する必要があります。Notepad を
使用すると、ファイルが適切に表示されません。

ipics.log ファイルで「ERROR」という単語を検索します。
ipics.log は、失敗の原因を特定して問題を解決するときに役立ちます。
発生したエラーを特定できない場合や、問題を切り分けるのに役立つ情報が
ipics.log ファイルに見つからない場合は、ステップ 8 に進みます。

ステップ 8

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインし、次のコマンドを
入力してデータベースが動作しているかどうかを確認します。
[root]# onstat -

ステップ 9

表示される出力に応じて、次のどちらかのアクションを実行します。
•

データベースが動作していない場合、コマンドは次の例のようなテキストを
表示します。
shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'IPICSDBServer'

データベースが動作していないことが確認された場合は、ステップ 10 に進
みます。
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•

データベースがオンラインで動作している場合、コマンドは次の例のような
テキストを表示します。
IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1
00:16:14 -- 124036 Kbytes

-- On-Line -- Up

データベースが動作していることが確認された場合は、シスコのサポート担
当者にご連絡ください。
ステップ 10 データベースが停止している場合は、次のコマンドを入力して起動します。
[root]# service ipics_db start
データベースが正常に起動すると、システムが [OK] というメッセージを表示し
ます。
データベースが正常に起動しない場合は、次のコマンドを入力して、
diagnostics.log ファイルを調べます。
[root]# more /opt/cisco/ipics/database/logs/diagnostics.log
ステップ 11 Space バーを押して、ログ ファイルのメッセージをすべて表示します。メッセー
ジ ログ ファイルを閉じるには、q キーを押します。
diagnostics.log ファイルに表示される情報を使用して問題を解決できない場合
は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。

Administration Console 未定義エラーの解決
問題
Administration Console ユーザが、テーブル形式でデータが表示される
ウィンドウを表示できず、Administration Console の要素が未定義であることを示
すエラーが表示されます。
解決法
この問題が発生するのは、サードパーティ製ソフトウェアがインス
トールされているか、設定に問題があるために、ブラウザの JavaScript エンジン
が、拡張された動的な機能を処理できない場合です。この問題を解決するには、
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JavaScript エンジンを再インストールします。インストール スクリプトを PC に
ダウンロードするには、http://www.microsoft.com に移動し、Windows Server 2003
用の Windows Script 5.6 を検索します。

コマンドが断続的に失敗する
問題
ディスパッチャが VTG をアクティブまたは非アクティブにする場合
や、ユーザが PMC アプリケーションのログインまたはログアウトを行う場合に、
「command failed」エラーが断続的に表示されます。
解決法
コマンドまたはアクションを再試行します。エラーの原因の詳細につ
いては、Administration Console の Serviceability > System Logs ウィンドウに移動
し、Recent System Log Entries ウィンドウでログを確認してください。ログの内
容から、コマンドの失敗に関する詳細を確認できます。

Internet Explorer へのフォントの追加による言語文字の表示問題の解決
問題
ユーザ名やチャネル名などのデータが表示されるときに、一部の言語の
文字が誤って表示されます。
解決法
一部の PC の Internet Explorer ブラウザでは、同一ページ上にある複
数の言語文字を表示できないことがあります。ブラウザに英語、ヘブライ語、お
よびアラビア語が表示される場合、一部の言語の文字が誤って表示されることが
あります。この問題が発生するのは、Internet Explorer で選択されたフォントが特
定の言語だけをサポートしている場合です。
この問題を解決するには、Internet Explorer で Unicode 文字セットをすべてサポー
ト する フ ォ ント を 選 択 しま す。こ の よ う なフ ォ ン ト には、Arial Unicode MS
（Microsoft Office に付属）があります。
Internet Explorer 用の新しいフォントを選択するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

サポートされているバージョンの Internet Explorer ブラウザを開きます。
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ステップ 2

Internet Explorer のメニューで、Tools > Internet Options を選択します。
Internet Options ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

Fonts をクリックします。
Fonts ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

Web page font ペインで、Arial Unicode MS を選択します。

ステップ 5

OK をクリックして、フォント選択を確定します。

ステップ 6

OK をクリックして変更を保存し、Internet Options ウィンドウを閉じます。
これで、Internet Explorer に言語が正しく表示されるようになりました。

データベース復元操作後、ログイン時に PMC ユーザにエラー メッセージ
が表示される
問題
データベースの復元手順の完了後に、PMC ユーザが PMC を起動しよう
とすると、
「unknown response」エラー メッセージが表示されます。このユーザ
はサーバには接続できませんが、オフライン モードで操作することはできます。
解決法
この問題が発生するのは、復元手順の完了後に Tomcat サービスが再
起動していない場合や、Tomcat サービスの再起動プロセスが完了する前に PMC
ユーザがシステムにログインしようとした場合です。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

次のコマンドを入力して、Tomcat サービスが実行されているかどうかを確認し
ます。
[root]# service ipics_tomcat status
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ステップ 2

表示される出力に応じて、次のいずれかのアクションを実行します。
•

Tomcat サービスが実行されている場合は、次の例のような出力が表示され
ます。
[root]# service ipics_tomcat status
Tomcat process (pid: 24025) is running on the system

Tomcat サービスが実行されていることを示す出力が表示された場合は、少
なくとも 5 分待って、データベースが RMS と情報を同期できるようにしま
す。
•

Tomcat サービスが実行されていない場合は、次の例のような出力が表示さ
れます。
[root]# service ipics_tomcat status
PID_SEARCH_RESULT=
Tomcat is not running on the system.

Tomcat サービスが実行されていないことを示す出力が表示された場合は、
次のコマンドを入力して、Tomcat サービスとポリシー エンジンを再起動し
ます。
[root]# service ipics restart

（注）

ステップ 3

service ipics restart コマンドを入力した場合、Cisco IPICS は、アクティ
ブなダイヤルインまたはダイヤルアウト コールをすべて取り消します。

問題が引き続き発生する場合は、シスコのサポート担当者にご連絡ください。
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複数のユーザが Cisco IPICS を設定しているときに設定変更が保存されな
い
問題
複数のユーザが別々のブラウザ セッションで Administration Console に
接続されていて、同時に設定を変更しようとしています。あるユーザが設定を変
更します。その結果、他のユーザの変更が上書きされるか、保存されません。
解決法
複数のユーザが同時に Cisco IPICS を設定し、同じデータを更新する
場合、Cisco IPICS は最後に行われた変更を保持します。Cisco IPICS Administration
Console では、最後の設定変更が、それ以前の設定変更よりも優先されます。

削除済みのシステム管理者ユーザの回復
問題
System Administrator ロールまたは All ロールを持つ最後のユーザを削除
すると、Administration Console でシステム管理タスクを実行できなくなります。
解決法
すべてのシステム管理者ユーザをシステムから削除した場合は、オペ
レータとしてログイン し、新しいシステム管 理者ユーザ ID を作成します。
Cisco IPICS には、すべてのオペレータがシステムから削除されることを防止す
る安全機能が含まれています。

（注）

削除済みのシステム管理者ユーザを回復するには、オペレータ ロールが割り当て
られていること、およびオペレータ ユーザ ID とパスワードを持っていることが
必要になります。オペレータの詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Operator Tasks」の章を参照して
ください。

System Administrator ロールを回復するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

オペレータ ユーザ ID とパスワードを使用して、サーバにログインします。
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ステップ 2

Cisco IPICS Administration Console の User Management 領域で、Users をクリック
します。

ステップ 3

Add をクリックします。

ステップ 4

アスタリスクで示された必須フィールドに、ユーザ情報を入力します。

ステップ 5

Roles ドロップダウン リスト ボックスから、ユーザ ロールとして System
Administrator または All を選択します。
SYSTEM ops ビューに新しいユーザが表示されます。これで、このユーザは管理
タスクを実行できるようになりました。
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ユーザ ID とパスワードの問題のトラブルシューティング
次の項では、ユーザ ID とパスワードに関して発生する可能性のある問題のトラ
ブルシューティングを行う方法について説明します。
この項では、次のトピックを扱います。
•

忘失または紛失した IPICS ユーザ パスワードのリセット（P.3-29）

•

ipicsadmin または informix ユーザ ID のパスワードのリセット（P.3-30）

•

ルート ユーザのパスワードの変更（P.3-31）

•

ロックされたユーザ アカウントまたは無効になったユーザ アカウントのリ
セット（P.3-31）

忘失または紛失した IPICS ユーザ パスワードのリセット
問題
IPICS ユーザとして Administration Console へのログインを試みます。し
かし、ポップアップ ウィンドウに、入力したユーザ ID またはパスワードが誤っ
ていることを示すメッセージが表示されます。
解決法
入力した IPICS ユーザのパスワードが誤っています。ルート ユーザ
のアクセス権を持っている場合は、reset_pw コマンドを入力すると、IPICS ユー
ザのパスワードをリセットして Administration Console に再度アクセスすること
ができます。
IPICS ユーザ ID をリセットし、この問題を解決するには、P.6-8 の「reset_pw ツー
ルを使用したパスワードのリセット、変更、または作成」で説明されている手順
を実行します。
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ipicsadmin または informix ユーザ ID のパスワードのリセット
問題
データベース管理タスクを実行するために、ipicsadmin または informix
ユーザとしてターミナル コンソールへのログインを試みます。しかし、informix
ユーザのパスワードを取得できないか、ipicsadmin ユーザのパスワードを紛失ま
たは忘失しています。そのため、システムにログインできません。

（注）

ipicsadmin ユーザのパスワードは、Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのインストー
ル時に作成します。インストール プログラムもランダム アルゴリズムを使用し
て informix ユーザのパスワードを作成しますが、このパスワードを取得すること
はできません。

解決法
ルート ユーザのアクセス権を持っている場合は、su コマンドを入力
するか、reset_pw コマンドを入力して ipicsadmin または informix パスワードをリ
セットすると、ipicsadmin または informix ユーザ ID を使用してログインできま
す。
informix または ipicsadmin ユーザとしてログインするには、次の手順を実行しま
す。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

次のどちらかのアクションを実行して、ipicsadmin または informix ユーザとして
ログインします。
•

ipicsadmin ユーザとしてログインするには、次のコマンドを入力します。
[root]# su - ipicsadmin

•

informix ユーザとしてログインするには、次のコマンドを入力します。
[root]# su - informix
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ステップ 3

ipicsadmin または informix ユーザとして目的の作業を完了したら、exit と入力し
て、そのユーザとしてログアウトし、ルート ユーザに戻ります。

ipicsadmin または informix ユーザのパスワードをリセットするには、P.6-8 の
「reset_pw ツールを使用したパスワードのリセット、変更、または作成」で説明
されている手順を実行します。

ルート ユーザのパスワードの変更
問題

ルート ユーザのパスワードは変更できますか。

解決法
ルート ユーザ ID のパスワードは、必要に応じて変更できます。変更
するには、P.6-8 の「reset_pw ツールを使用したパスワードのリセット、変更、ま
たは作成」で説明されている手順を実行します。

ロックされたユーザ アカウントまたは無効になったユーザ アカウントの
リセット
問題
アカウントがロックされたユーザまたは無効になったユーザが、システ
ムにログインできません。
解決法
ユーザ アカウントがロックされた、または無効になった可能性があ
ります。ユーザ アカウントは、次の状況でロックされたり、無効になることが
あります。
•

無効なログインの試行回数が最大試行回数を超えたため、Cisco IPICS がユー
ザを自動的にロックした。詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」
の章を参照してください。

•

Operator 特権または All 特権を持つユーザが、ユーザを手動でロックした、
または無効にした。ユーザのロックアウトまたは無効化の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco
IPICS Operator Tasks」の章を参照してください。
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ユーザ アカウントが無効になった場合、Cisco IPICS は、すべてのエンドポイン
ト デバイスがシステムにログインできないようにします。PMC、ダイヤルイン、
および Administration Console など、既存のログイン セッションはすべて自動的
に終了します。
ユーザ アカウントがロックされた場合、Cisco IPICS は、新しいログインをすべ
て禁止します。ただし、既存のログインは、ユーザがシステムからログアウトす
るまで引き続き動作します。
ユーザ アカウントのロックを解除する、または有効にするには、次のどちらか
のアクションを実行します。
•

ルート ユーザ ID にアクセスできる場合は、P.6-3 の「enableuser ツールを使
用したロック済みユーザのロック解除または無効なユーザの有効化」で説明
されている手順を実行して、CLI コマンドでユーザのロックを解除するか、
または有効にします。

•

Operator 特権または All 特権を持つユーザ ID で Administration Console にアク
セスできる場合は、次のいずれかのアクションを実行して、ユーザ アカウ
ントのロックを解除するか、または有効にします。その後、設定の変更を確
認します。
− Administration Console でユーザ アカウントのロックを解除するには、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing
Cisco IPICS Operator Tasks」の章にある「Locking or Unlocking a User」の
項の手順に従います。
− Administration Console でユーザ アカウントを有効にするには、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing
Cisco IPICS Operator Tasks」の章にある「Changing User Status」の項の手
順に従います。
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ライセンスに関する問題のトラブルシューティング
この項では、Cisco IPICS のライセンスに関する問題のトラブルシューティング
について説明します。次のトピックを扱います。
•

ライセンス ファイルをアップロードした後に表示される、ベース サーバ ラ
イセンスが無効であることを示すメッセージの解決（P.3-33）

•

複数のライセンス ファイルをアップロードした後、一部の機能が
Administration Console に表示されない（P.3-37）

•

サーバの IP アドレスの変更後にホスト名のミスマッチまたはライセンスの
インストールの問題が発生する（P.3-39）

•

システムの日付を変更すると、期限付きライセンスが無効になる（P.3-39）

•

新しい期限付きライセンスをインストールした後のサーバ期限切れメッ
セージの抑制（P.3-40）

ライセンス ファイルをアップロードした後に表示される、
ベース サーバ ラ
イセンスが無効であることを示すメッセージの解決
問題
Administration > License Management ウィンドウで、Cisco IPICS サーバ
のライセンスをアップロードします。Apply をクリックしてライセンスを適用し
た後、次のメッセージが Administration Console に継続的に表示されます。
Your system does not have a valid base server license; please upload
this license file type.

Administration Console で、他のウィンドウに移動することができなくなります。
解決法

この状況は、次の状態が1つ以上ある場合に発生することがあります。

•

ライセンス ファイルが無効である。

•

ライセンス マネージャがライセンス ファイルを有効なファイルとして認識
せず、実行しない。

•

ライセンス マネージャが起動しなかった。

•

Cisco IPICS がライセンスを格納しているディレクトリ内に不要なファイル
があるために、ライセンス マネージャの問題が発生している。
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（注）

ライセンスに関する問題は、サポートされていない方法でサーバの IP アドレス
を変更した場合に発生する可能性があります。サーバの IP アドレスを変更する
には、P.6-4 の「modify_ip ツールを使用したサーバの IP アドレスの変更」で説
明されている手順に従って、modify_ip コマンドを使用します。他の方法でサー
バの IP アドレスを変更すると、それが原因でホストのミスマッチの問題が発生
し、ライセンスが無効になる可能性があります。

これらの状態を解決するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

有効なライセンスを持っていることを確認するために、次の項目を確認します。
•

ライセンス ファイルの MAC アドレスが Cisco IPICS サーバの eth0 インター
フェイスの MAC アドレスと一致することを確認します。eth0 インターフェ
イスのハードウェア MAC アドレスを特定するには、ルート ユーザ ID を使
用してサーバにログインし、次のコマンドを入力します。コマンド出力の
HWaddr フィールドに表示される情報に注目してください。
[root]# ifconfig eth0

•

ライセンス ファイルのファイル拡張子が .lic であることを確認します。

•

ライセンス ファイルの名前にスペースまたは特殊文字が使用されていない
ことを確認します。

ステップ 2

ライセンス ファイルが無効であること、またはファイル名が不適切であること
が判明した場合は、有効なライセンス ファイルを購入するか、既存のファイル
を新しく入手します。詳細については、
『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade
Guide, Release 2.1(1)』の「Installing Cisco IPICS」の章にある「Obtaining Your License
File」の項を参照してください。

ステップ 3

Administration Console で Administration > License Management ウィンドウに移
動し、Apply ボタンをクリックして、ライセンス マネージャを再起動します。
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ステップ 4

無効なライセンスであることを示すメッセージが表示され続ける場合は、ルート
ユーザ ID を使用してサーバにログインします。

ステップ 5

ライセンス ファイルのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
[root]# service ipics_lm status

ステップ 6

Cisco IPICS によって表示されるメッセージに応じて、次のアクションを実行し
ます。
•

次のメッセージが表示された場合は、ライセンス マネージャが動作してい
ません。ステップ 7 に進みます。
ipics_lm is not running.

•

次のメッセージが表示された場合は、ライセンス マネージャが動作してい
ます。ステップ 10 に進みます。
ipics_lm is running (PID 24856).

（注）

ステップ 7

ライセンス マネージャは、有効なライセンス ファイルを検出するまで起
動しません。ライセンス ファイルをアップロードしてもライセンス マ
ネージャに動作中のステータスが反映されない場合、ライセンス マネー
ジャが有効なライセンス ファイルを認識していない可能性があります。

ライセンス マネージャが動作していない場合は、次のコマンドを入力して、ラ
イセンス マネージャを再起動します。
[root]# service ipics_lm restart

ステップ 8

ライセンス マネージャのステータスを再確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
[root]# service ipics_lm status
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ステップ 9

表示されるメッセージに応じて、次のどちらかのアクションを実行します。
•

ライセンス マネージャが動作中であることを示すメッセージが表示された
場合は、ステップ 10 に進みます。

•

ライセンス マネージャが動作していないことを示すメッセージが表示され
た場合は、ステップ 11 に進みます。

ステップ 10 不要なファイルがあるかどうかを確認し、それらのファイルを削除し、ライセン
ス ファイルをアップロードするには、次の手順を実行します。
a. ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
b. 次のコマンドを入力して、ライセンス ファイルがあるディレクトリに移動
します。
[root]# cd /root/tomcat/current/webapps/license
c. 次のコマンドを入力して、/root/tomcat/current/webapps/license ディレクトリ
にあるすべてのライセンス ファイルを削除します。
[root]# rm *.lic
d. 各ライセンス ファイルの削除を確認するように求められたら、yes と入力し
ます。

（注）

このディレクトリにあるその他のファイルを削除しないように注意して
ください。このディレクトリにある cisco.opt ファイルは、Cisco IPICS の
正常な動作のために必要です。

e. 『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release 2.1(1)』の「Installing
Cisco IPICS」の章にある「Uploading the Cisco IPICS License Files」の項で説
明されている手順に従って、ライセンス ファイルをアップロードします。

（注）

各ファイルをアップロードした後に、必ず Apply をクリックしてくださ
い。
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ステップ 11 それでもライセンス ファイルをアップロードできない場合は、次の手順を実行
します。
a. 次のコマンドを入力して、診断情報とログ情報が記録されたログ ファイル
および .tar ファイルを作成します。
[root]# /opt/cisco/ipics/bin/diagnosticscript <output-file-name>.log
<tar-file-name>.tar
表示の意味は次のとおりです。
<output-file-name>.log はログ ファイルに付ける名前で、<tar-file-name>.tar は
.tar ファイルに付ける名前です。
b. 『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Understanding
Cisco IPICS Serviceability and Diagnostic Information」の章にある「Downloading
the Server Diagnostic Information」の項で説明されている手順に従って、ステッ
プ a. で作成した .tar ファイルを PC に保存します。
c. 何かご不明な点があれば、シスコのサポート担当者にご連絡ください。その
際、.tar ファイルの提出を求められる場合があります。

複数のライセンス ファイルをアップロードした後、一部の機能が
Administration Console に表示されない
問題
複数のライセンス ファイルをアップロードしましたが、ライセンスを付
与された機能のうち、一部の機能が Administration > License Management ウィ
ンドウの要約に表示されません。
解決法
ライセンス マネージャが各ライセンスを正しく読み取ることができ
るように、次のアクションを実行して、ライセンス ファイルの名前がサーバの
eth0 インターフェイスの MAC アドレスと一致するようにします。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、ライセンス ファイルがあるディレクトリに移動しま
す。
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[root]# cd tomcat/current/webapps/license
ステップ 3

次のコマンドを入力して、tomcat/current/webapps/license ディレクトリにあるす
べてのライセンス ファイルを削除します。
[root]# rm *.lic

ステップ 4

各ライセンス ファイルの削除を確認するように求められたら、yes と入力しま
す。

（注）

ステップ 5

このディレクトリにあるその他のファイルを削除しないでください。

Administration Console で、Administration > License Management ウィンドウに移
動します。

ステップ 6 『Cisco IPICS Server Installation and Upgrade Guide, Release 2.1(1)』の「Installing
Cisco IPICS」の章にある「Uploading the Cisco IPICS License Files」の項で説明さ
れている手順に従って、ライセンス ファイルをアップロードします。

（注）

各ライセンス ファイルに正しい MAC アドレスがあることを確認してく
ださい。
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サーバの IP アドレスの変更後にホスト名のミスマッチまたはライセンス
のインストールの問題が発生する
問題
IP アドレスを変更してサーバをリブートした後に、ライセンス ファイ
ルを適用できません。Administration Console に次のメッセージが継続的に表示さ
れ ま す。さ ら に、Administration > License Management ウ ィ ン ド ウ を 除 き、
Administration Console のどの領域にも移動できなくなります。
Your system does not have a valid base server license; please upload
this license file type.

解決法
IP アドレスの変更方法によっては、/etc/hosts ファイルが更新されな
いことがあります。その結果、ホストのミスマッチなどの IP 接続の問題が発生
することがあります。Cisco IPICS ですべての IP アドレスの変更が適切に処理さ
れるようにするには、P.6-4 の「modify_ip ツールを使用したサーバの IP アドレス
の変更」で説明されている手順に従って、modify_ip ツールだけを使用して IP ア
ドレスを変更します。

システムの日付を変更すると、期限付きライセンスが無効になる
問題

サーバの日付を変更すると、期限付きライセンスが無効になります。

解決法
オペレーティング システムでシステムの日付をライセンスの開始日
より前の日付に変更した場合、Cisco IPICS は期限付きライセンスを無効にする
ことがあります。ライセンスが無効になると、Cisco IPICS システムが動作不能
になります。

（注）

システムの日付の変更を有効にするには、ライセンス マネージャを再起
動するか、サーバをリブートする必要があります。

このようなシステムの日付の変更に関する問題を解決するには、次の手順を実行
します。
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手順
ステップ 1

ターミナル ウィンドウを開き、ルート ユーザ ID を使用してログインします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、システムの日付をシステムの開始日より後の日付に変
更します。
[root]# date mmddyyyy
表示の意味は次のとおりです。
mmddyyyy は現在の日付です。

ステップ 3

次のコマンドを入力して、ライセンス マネージャを再起動します。
[root]# service ipics_lm restart

新しい期限付きライセンスをインストールした後のサーバ期限切れメッ
セージの抑制
問題
既存の期限付きライセンスがある場合に、新しい期限付きライセンスを
サーバにインストールします。インストール後、ライセンスの期限切れが近づい
ていることを知らせる警告メッセージが継続的に表示されます。
解決法
ライセンス期限切れの警告メッセージは、他の期限付きライセンスを
サーバから削除していない場合に表示されることがあります。この警告メッセー
ジを抑制するには、次の手順を実行して、期限切れが近づいている期限付きライ
センスを削除します。
手順
ステップ 1

ターミナル ウィンドウを開き、ルート ユーザ ID を使用してログインします。
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ステップ 2

次のコマンドを入力して、Cisco IPICS がライセンス ファイルを格納している
ディレクトリに移動します。
[root]# cd tomcat/current/webapps/license

ステップ 3

次のコマンドを入力して、ライセンス ファイルを表示します。
[root]# ls -l *.lic
ライセンス ファイルが表示されます。ライセンスが最後に変更された日付と時
刻も示されます。

ステップ 4

不要になったライセンスを書き留めます。
ファイル情報とともに表示される日付と時刻は、削除する必要のあるファイルの
特定に役立ちます。

ステップ 5

次のコマンドを入力して、不要なライセンス ファイルを削除します。
[root]# rm <licensefilename>.lic
表示の意味は次のとおりです。
<licensefilename>.lic は、削除するライセンス ファイルの名前です。

注意

cisco.opt ファイルを削除しないように注意してください。このファイルは、
Cisco IPICS の正常な動作のために必要です。

ステップ 6

削除する必要のあるライセンス ファイルごとにステップ 5 を繰り返します。

ステップ 7

次のコマンドを入力して、サーバを再起動します。

ステップ 8

[root]# service ipics restart
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ステップ 9

IPICS ユーザ ID を使用して Administration Console にログインし、Administration
> License Management ウィンドウに移動します。

ステップ 10 ライセンスの削除をシステム設定に適用するために、Apply をクリックします。
ステップ 11 ライセンスの期限切れが近づいていることを示すメッセージが表示された場合
は、Dismiss Warnings をクリックします。
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ポリシー エンジンの問題のトラブルシューティング
この項では、ポリシー エンジンの問題のトラブルシューティングについて説明
します。次のトピックを扱います。
•
•

プロンプトを含む大きな zip 圧縮ファイルをアップロードするとエラーが発
生する（P.3-43）
ipics.log ファイル内に IppeAgentImpl ERROR メッセージが表示される
（P.3-44）

•

ポリシー エンジンとプロンプト マネージャの間の通信問題の解決（P.3-46）

•

ダイヤルイン発信者が保留機能またはコール ウェイティング機能を使用し
た後に再接続できない問題の解決（P.3-47）

•

ダイヤルイン コールの接続が失敗する問題のトラブルシューティング
（P.3-47）

•

ダイヤルアウト招待が失敗する問題のトラブルシューティング（P.3-52）

•

ダイヤルアウト通知が失敗する問題のトラブルシューティング（P.3-53）

•

異なる ops ビューのユーザ間のダイヤルアウト通知が失敗する問題のトラ
ブルシューティング（P.3-55）

•

ダイヤル エンジンおよびサブシステム マネージャの PARTIAL_SERVICE ス
テータスについて（P.3-55）

•

SIP サブシステムの SHUTDOWN ステータスの分析（P.3-56）

プロンプトを含む大きな zip 圧縮ファイルをアップロードするとエラーが
発生する
問題
Administration Console で、ダイヤル エンジンのプロンプトを含む大きな
zip 圧縮ファイルをアップロードしようとすると、次のエラー メッセージが表示
されます。
The form could not be properly constructed.
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Serviceability > System Logs ウィンドウでシステム ログを表示すると、次のエ
ラー メッセージが表示されます。
java.lang.IllegalArgumentException: invalid directory: \\CHANNEL\
at com.cisco.file.File.<init>(L885)
at com.cisco.file.File.<init>(L724)
at
com.cisco.ivr.config.api.impl.ManageRepositoryAPI.getFileList(L143)
at com.cisco.ivr.config.api.impl.ManagePrompts.getFileList(L383)
at com.cisco.ivr.config.api.impl.ManagePrompts.getPromptList(L369)
at
com.cisco.ipics.ippe.dialengine.promptmanagement.handlers.PromptHandle
r.getPromptList(L215)
at
com.cisco.ipics.ippe.dialengine.promptmanagement.actions.PromptAction.
doInit(L444)
at
com.cisco.ipics.ippe.dialengine.promptmanagement.actions.PromptAction.
unspecified(L152)

解決法
Cisco IPICS が処理できるサイズより大きい zip 圧縮ファイルをアッ
プロードしようとしました。Cisco IPICS でアップロードできる zip 圧縮ファイル
の最大サイズは 1,024 MB（1 GB）です。この問題を解決するには、最大サイズ
以下の zip 圧縮ファイルを作成するか、zip 圧縮ファイルを最大サイズ以下の zip
圧縮ファイルに分割してから、アップロード プロセスを再試行します。

ipics.log ファイル内に IppeAgentImpl ERROR メッセージが表示される
問題
Administration Console の Serviceability > System Logs ウィンドウにある
システム ログを表示すると、次の例のようなエラー メッセージが表示されます。
2007-02-06 21:19:45,000 [http-8443-Processor68] ERROR
IppeAgentImpl:200 com.cisco.ipics.ippe.communicator.subsystem.IppeSubsystemRemoteService

解決法
テキスト内の IppeAgentImpl を含むエラー メッセージは、システムが
Cisco IPICS ポリシー エンジンに接続できなかったことを示しています。この
メッセージが表示されるのは、システムでポリシー エンジンがライセンスされ
ていない場合か、またはポリシー エンジン プロセスが開始しなかった場合です。
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（注）

ipics.log ファイルで INFO と表示されているメッセージは、情報提供のみを目的
としており、ポリシー エンジンの問題を示すものではありません。

ポリシー エンジンがシステムにライセンスされていない場合、アクションを実
行する必要はありません。システムにライセンスされているかどうかを確認し、
ポリシー エンジンのステータスを確認するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Administration Console の Server タブで Administration > License Management >
Summary ウィンドウに移動して、ポリシー エンジンがシステムにライセンスさ
れていることを確認します。

ステップ 2

Policy Engine Base License フィールドで、ライセンスのステータスを確認します。
フ ィ ー ル ド に Not Licensed と い う ス テ ー タ ス が 表 示 さ れ た 場 合、通 常 は
IppeAgentImpl メッセージがログに表示されます。アクションを実行する必要は
ありません。
フィールドに Licensed というステータスが表示された場合は、ステップ 3 に進み
ます。

ステップ 3

次の手順を実行して、ポリシー エンジン プロセスが動作しているかどうかを確
認し、必要に応じてプロセスを再起動します。
a. ターミナル ウィンドウを開き、ルート ユーザ ID を使用してサーバにログイ
ンします。
b. ポリシー エンジン プロセスのステータスを確認するには、次のコマンドを
入力します。
[root]# service ippe_dial_engine status
ポリシー エンジン プロセスが動作している場合、Cisco IPICS は次のテキス
トのような情報を表示します。
CVD process (pid 7606) is running...
Engine process (pid 7714) is running...
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ポリシー エンジン プロセスが動作していない場合、Cisco IPICS は次のテキ
ストのような情報を表示します。
CVD process is NOT running...
Engine process is NOT running...

c. ポリシー エンジン プロセスが動作していない場合は、次のコマンドを入力
してプロセスを起動します。
[root]# service ippe_dial_engine start
各プロセスが起動すると、Cisco IPICS が [OK] というメッセージを表示しま
す。
d. service ippe_dial_engine status コマンドを再度入力して、ポリシー エンジン
のステータスを確認します。
e. ポリシー エンジン プロセスが動作していない場合は、シスコのサポート担
当者にご連絡ください。

ポリシー エンジンとプロンプト マネージャの間の通信問題の解決
問題
ポリシー エンジンに関するエラーが発生すると、次に示すようなメッ
セージが Serviceability > System Logs ウィンドウまたは ipics.log ファイルに表示
されます。
2006-08-18 14:20:53,961 [http-8443-Processor25] ERROR PromptUtil:200 Unable to communicate with prompt manager.
2006-08-18 14:20:53,962 [http-8443-Processor25] ERROR PromptUtil:200 Unable to communicate with prompt manager.
2006-08-18 14:20:56,747 [http-8443-Processor21] ERROR PromptUtil:200 -

解決法
この状況は、ポリシー エンジン プロセスが動作していないことを示
しています。ポリシー エンジン プロセスを起動するには、P.2-18 の「手動での
ダイヤル エンジンの起動」で説明されている手順を実行します。
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ダイヤルイン発信者が保留機能またはコール ウェイティング機能を使用し
た後に再接続できない問題の解決
問題
Cisco Unified IP Phone でチャネルにダイヤルインして接続した後で、別
のコールが着信します。次に、ダイヤルイン コールを保留にし、コール ウェイ
ティング機能を使用して着信コールに応答します。チャネルに再接続しようとす
ると、無音状態がしばらく続いた後、ファースト ビジー トーンが聞こえます。
解決法
Cisco Unified IP Phone で保留またはコール ウェイティング機能を使
用するには、Media Termination Point（MTP; メディア ターミネーション ポイン
ト）リソースが必要です。保留またはコール ウェイティング機能の使用後にダ
イヤルイン コールに正常に再接続するには、MTP リソースが SIP プロバイダー
（たとえば、Cisco Unified Communications Manager）内に存在する必要があります。
ダイヤルイン コールに正常に再接続するには、MTP リソースを SIP プロバイ
ダーに追加するか、または MTP リソースを別のソースから割り当てられるよう
に SIP プロバイダーを設定します。SIP プロバイダーの設定方法の詳細について
は、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and
Managing the Cisco IPICS Policy Engine」の章にある「Configuring the SIP Provider」
の項を参照してください。

ダイヤルイン コールの接続が失敗する問題のトラブルシューティング
問題
Cisco IPICS ポリシー エンジンにコールしたとき、コールが接続されま
せん。代わりに、ファースト ビジー トーン、またはコールを完了できないこと
を示すメッセージが聞こえます。
解決法
次の状態が 1 つ以上あると、ダイヤルイン コールが接続されないこ
とがあります。
•

ダイヤル エンジンまたは ops ビューの設定が誤っている。

•

SIP 設定の変更を行った後に、ポリシー エンジンを手動で再起動していな
い。

•

bind control source-interface Loopback0 コマンドが RMS 設定に正常に適用
されていない。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
OL-12986-01-J

3-47

第3章

Cisco IPICS サーバの トラブルシューティング

ポリシー エンジンの問題のトラブルシューティング

•

RMS のダイヤル ピア設定が不完全であるか、誤っている。ダイヤルイン
コールおよびダイヤルアウト コールに関する問題は、誤ったダイヤル ピア
や不適切に設定されたダイヤル ピアが原因で発生する可能性があります。
Cisco IPICS 用 の ダ イ ヤ ル ピ ア の 設 定 に つ い て は、『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring the Cisco IPICS RMS
Component」の章を参照してください。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Server タブの Configuration > Ops Views ウィンドウに移動し、ops ビューの設定
を調べて、ダイヤル番号とダイヤル ポートが ops ビューに関連付けられている
ことを確認します。
Ops Views ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

次の手順を実行して、ops ビューの設定にダイヤルイン番号が存在するかどうか
を確認し、存在しない場合は、番号を入力します。
a. ops ビューの名前をクリックします。
Ops Views > <opsviewname> ウィンドウが表示されます。
b. General タブの Dial Number フィールドを調べ、ops ビューの設定にダイヤル
イン番号が存在するかどうかを確認します。
c. Dial Number フィールドが空の場合は、このフィールドにダイヤルイン情報
を入力します。
ops ビューに対するダイヤルイン番号の追加方法については、
『Cisco IPICS
Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing
Cisco IPICS Operational Views」の章にある「Performing Ops Views Tasks」の
項を参照してください。

ステップ 3

License Allocation ペインの Dial Ports フィールドを表示して、ダイヤル ポート ラ
イセンスが ops ビューに割り当てられているかどうかを確認します。

ステップ 4

Dial Ports フィールドの数字が 0 の場合は、数を増やして、十分なライセンスを
ops ビューのダイヤル ポートに割り当てます。
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ダイヤル ポートを ops ビューに割り当てる方法については、
『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing Cisco IPICS
Operational Views」の 章 に あ る「Allocating Dial Ports for the Dial-In/Invite and
Notification Features」の項を参照してください。
ステップ 5

ステップ 6

次のフィールドを表示して、ops ビューにダイヤルイン コール用のダイヤル ポー
トが十分に存在することを確認します。
•

Dial ports reserved for dial-in/invite feature

•

Dial ports reserved for dial-in/invite or notifications

ステップ 5 でフィールドに表示されたポートの数がゼロの場合は、Dial ports
reserved for notifications フィールド内のポートの数を減らしてから、次のどちら
かのアクションを実行します。
•

削除したポートを Dial ports reserved for dial-in/invite feature フィールドに
追加する。

•

アクションは実行しない。Cisco IPICS は、ユーザが削除したポートを、ダイ
ヤルイン / 招待機能および通知用に予約されたポートの総数に追加します。

ステップ 7

Dial Engine > SIP Configuration ウィンドウに移動して、SIP プロバイダーのホス
ト、ユーザ名、およびパスワードを指定してあることを確認してから、SIP Provider
Configuration ペインに表示されるフィールドを確認します。

ステップ 8

SIP Configuration ウィンドウに表示されないフィールドや誤ったフィールドがあ
る場合は、それらのフィールドを追加または変更します。
SIP の 設 定 方 法 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
にある「Configuring SIP」および「Configuring the SIP Provider」の項を参照して
ください。

ステップ 9

次の手順を実行して、正しい SIP 設定が RMS に適用されたことを確認します。
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（注）

RMS にアクティブなコールまたは固定接続がある間に bind control
source-interface Loopback0 コマンドを入力すると、RMS は実行設定にコ
マンドを適用しません。この状況では、ダイヤル エンジン電話番号に
コールすると、ファースト ビジー トーンが聞こえます。また、Cisco IOS
SIP デバッグ ログに、ダイヤル エンジンからの SIP 403（禁止）メッセー
ジが表示されます。

a. RMS にログインします。
b. 特権モードで次のコマンドを入力して、RMS の実行設定に bind control
source-interface Loopback0 コマンドが適用されたことを確認します。
Router# show running-config | include bind control source-interface
c. 実行設定に bind control source-interface コマンドが存在する場合は、ステッ
プ 10 に進みます。実行設定に bind control source-interface コマンドが存在
しない場合は、次のステップに進んでコマンドを追加します。
d. 次のコマンドを入力し、Total call-legs フィールドに表示される出力を調べ
て、RMS 上にアクティブなコールがあるかどうかを確認します。
Router# show call active voice brief
e. Total call-legs フィールドにゼロが表示された場合は、ステップ g. に進みま
す。このフィールドにゼロより大きい値が表示された場合は、アクティブな
コールの音声ポート コンフィギュレーション モードに移行してから、次の
コマンドを入力して、音声ポートをオフラインにし、アクティブな音声コー
ルを取り消します。

（注） 次のコマンドは、音声ポートをアウト オブ サービスにします。この
コマンドを入力するのは、メンテナンスの時間帯またはその他のオ
フピーク時にしてください。

Router(config-voiceport)# shutdown
f. アクティブなコールがすべてオフラインになるまで、ステップ e を繰り返し
ます。
g. SIP コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力して、SIP シグナ
リング パケットの送信元アドレスを Loopback0 インターフェイスの IP アド
レスにバインドします。
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Router(conf-serv-sip)# bind control source-interface Loopback0
h. 音声ポートをオンラインに戻すには、音声ポート コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを入力します。
Router(config-voiceport)# no shutdown
i. この手順で実行した SIP 設定の変更が出力に反映されることを確認するに
は、次のコマンドを入力します。
Router# show running-config | include bind control source-interface
j. RMS の設定を更新するには、次のコマンドを入力します。
Router# copy running-config startup-config

（注）

RMS の設定方法の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」の
章を参照してください。

ステップ 10 SIP 設定に変更を加えた場合は、次の手順を実行して、ポリシー
Tomcat サービスを再起動する必要があります。

エンジンと

a. ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
b. ポリシー エンジンおよび Tomcat サービスを再起動するには、次のコマンド
を入力します。
[root]# service ipics restart

（注）

service ipics restart コマンドを入力した場合、Cisco IPICS は、アクティ
ブなダイヤルインまたはダイヤルアウト コールをすべて取り消します。

ステップ 11 それでもダイヤルインの失敗の原因を特定できない場合は、シスコのサポート担
当者にご連絡ください。
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ダイヤルアウト招待が失敗する問題のトラブルシューティング
問題

Cisco IPICS システムからダイヤルアウト招待を送信できません。

解決法
Cisco IPICS のダイヤルアウト招待またはダイヤルアウト通知に関す
る設定が誤っている可能性があります。設定を確認し、見つかった問題をすべて
修正するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

次の手順を実行して、発信ダイヤル番号が設定されていることを確認します。
a. Policy Engine タブから、Dial Engine > Dial Engine Parameters ウィンドウに
移動します。
b. Outbound Dial Number フィールドを調べ、発信ダイヤル番号が設定されてい
るかどうかを確認します。
c. Outbound Dial Number フィールドに有効な番号が存在しなければ、発信ダイ
ヤル番号を作成します。手順については、『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing the Cisco IPICS Policy
Engine」の章にある「Configuring Dial Engine Parameters」の項を参照してく
ださい。

ステップ 2

ダイヤルアウト招待用に設定されたポートが存在するかどうかを確認するため
に、Server タブの Configuration > Ops Views > <opsviewname> ウィンドウに移動
します。

ステップ 3

ウィンドウ内の次のフィールドを調べ、ダイヤルアウト招待用のポートが存在す
るかどうかを確認します。

ステップ 4

•

Dial ports reserved for dial-in/invite feature

•

Dial ports reserved for dial-in/invite or notifications

両方のフィールドでポートの数がゼロの場合は、次の手順を実行して、ダイヤル
イン / 招待機能用のポートを追加します。
a. Dial ports reserved for notifications フィールド内のポートの数を減らします。
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b. 次のいずれかのアクションを実行します。
− 削除したポートを Dial ports reserved for dial-in/invite feature フィールド
に追加する。
− アクションは実行しない。Cisco IPICS は、ユーザが削除したポートを、
ダイヤルイン コール、招待、または通知用に予約されたポートの総数に
追加します。

ダイヤルアウト通知が失敗する問題のトラブルシューティング
問題
ダイヤルアウト通知が完了しません。電子メール、SMS、ポケットベル、
または電話機によるメッセージをユーザに送信できません。
解決法
ダイヤルアウト通知に関する設定が誤っている可能性があります。設
定を確認し、見つかった問題をすべて修正するには、次の手順を実行します。

（注）

ダイヤルアウト通知を ops ビュー間で実行している場合は、P.3-55 の「異なる ops
ビューのユーザ間のダイヤルアウト通知が失敗する問題のトラブルシューティ
ング」を参照してください。

手順
ステップ 1

通知がダイヤルアウト通知の場合は、P.3-52 の「ダイヤルアウト招待が失敗する
問題のトラブルシューティング」のステップ 1 を実行して、発信ダイヤル番号が
設定されていることを確認します。

ステップ 2

通知が電子メール、SMS、またはテキストベースのポケットベル通知である場合
は、次の手順を実行して、SMTP サーバおよび送信者の電子メール アドレスが設
定されていることを確認します。
a. Policy Engine タブから、Dial Engine > Dial Engine Parameters ウィンドウに
移動します。
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b. Outbound Dial Number フィールドを調べ、電子メール通知用の SMTP サーバ
が設定されていることを確認します。
c. Sender Email Address フィールドを調べ、サーバの電子メール アドレスが設
定されていることを確認します。
d. 必要に応じて、SMTP サーバまたは送信者の電子メール アドレスを追加しま
す。手順については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』
の「Configuring and Managing the Cisco IPICS Policy Engine」の 章 に あ る
「Configuring Dial Engine Parameters」の項を参照してください。
ステップ 3

ダイヤルアウト通知用のポートが設定されていることを確認するために、Server
タブの Configuration > Ops Views > <opsviewname> ウィンドウに移動します。

ステップ 4

ウィンドウ内の次のフィールドを調べ、ダイヤルアウト通知用のポートが設定さ
れていることを確認します。

ステップ 5

•

Dial ports reserved for notifications

•

Dial ports reserved for dial-in/invite or notifications

通知用に予約されたダイヤル ポート（Dial ports reserved for notifications フィー
ルドと Dial ports reserved for dial-in/invite or notifications フィールドで指定され
たポート）の数がゼロの場合は、次の手順を実行して、通知用のポートを追加し
ます。
a. Dial ports reserved for dial-in/invite feature フィールド内のポートの数を減ら
します。
b. 次のいずれかのアクションを実行します。
− 削除したポートを Dial ports reserved for dial-in/invite feature フィールド
に追加する。
− アクションは実行しない。Cisco IPICS は、ユーザが削除したポートを、
ダイヤルイン コール、招待、または通知用に予約されたポートの総数に
追加します。
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異なる ops ビューのユーザ間のダイヤルアウト通知が失敗する問題のトラ
ブルシューティング
問題
異なる ops ビューに属するユーザ間で、ダイヤルアウト招待および通知
が完了しません。ダイヤルアウト メッセージの受信側のユーザが認証しようと
すると、ユーザ ID または Personal Identification Number（PIN; 個人識別番号）が
無効であることを示すエラー メッセージが表示されます。
解決法
ポリシーを ops ビューに関連付けた場合、そのポリシーは、その ops
ビューに属するユーザだけに適用されます。ポリシー内のすべてのユーザが同じ
ops ビューに属するようにしてください。
異なる ops ビューに属するユーザをポリシーに関連付けることはできません。た
とえば、ポリシーを police ops ビューに関連付けた場合は、police ops ビューに属
するユーザだけを、ダイヤルアウト招待および通知を含むポリシーに関連付けて
ください。

（注）

このポリシーと ops ビューとの関連付け情報は、すべてのユーザが属する
SYSTEM ops ビューには適用されません。ops ビューの詳細については、『Cisco
IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing
Cisco IPICS Operational Views」の章を参照してください。

ダイヤル エンジンおよびサブシステム マネージャの PARTIAL_SERVICE
ステータスについて
問題
ダイヤル エンジンおよびサブシステム マネージャが
PARTIAL_SERVICE ステータスを表示します。このリリースでは、完全に機能す
るシステムのステータスが PARTIAL_SERVICE と表示されます。これは、シス
テムが適切に設定されていて、正常に動作していることを示しています。
解決法
SIP サブシステムおよび IPPE サブシステムのステータスが
IN_SERVICE と表示されれば、ダイヤル エンジンおよびサブシステム マネー
ジャは正常に動作しています。Policy Engine タブで Dial Engine > Control Center
> Status ウィンドウに移動して、SIP サブシステムおよび IPPE サブシステムのス
テータスを確認します。
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（注）

SIP サブシステムのステータスは、設定するまで、SHUTDOWN と表示されます。

SIP サブシステムの SHUTDOWN ステータスの分析
問題
SIP の設定を更新した後、SIP サブシステムのステータスが SHUTDOWN
と表示されます。
解決法
この状況の原因としては、SIP の設定が誤っていること、または SIP
の設定に対する変更を保存した後に Cisco IPICS を再起動しなかったことが考え
ら れ ま す。SIP サ ブ シ ス テ ム が 適 切 に 設 定 さ れ て い て 動 作 可 能 な 場 合 は、
IN_SERVICE ステータスが表示されます。
SIP の設定に関する問題を解決するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Dial Engine > Control Center > Status ウィンドウに移動して、SIP 設定のステー
タスを確認します。
SIP サブシステムのステータスが SHUTDOWN と表示される場合は、ステップ 2
に進みます。

ステップ 2

Dial Engine > SIP Configuration ウィンドウで、すべての必須フィールドを設定
したことを確認します。SIP サブシステムの設定方法については、
『Cisco IPICS
Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring and Managing the
Cisco IPICS Policy Engine」の章にある「Configuring the SIP Provider」の項を参照
してください。

ステップ 3

SIP サブシステムのステータスが SHUTDOWN と表示され続ける場合は、次の手
順を実行して、ポリシー エンジンと Tomcat サービスを再起動します。
a. ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。
b. ポリシー エンジンおよび Tomcat サービスを再起動するには、次のコマンド
を入力します。
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[root]# service ipics restart

（注）

ステップ 4

SIP サブシステムの設定に変更を加えた後は、IPICS サービスを再起動す
る必要があります。

SIP サブシステムのステータスが SHUTDOWN と表示され続ける場合は、シスコ
のサポート担当者にご連絡ください。
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通信、音声品質、および他の
装置の問題のトラブルシュー
ティング
この章では、通信や音声品質の問題および他の装置（RMS など）で発生する可
能性のあるハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの問題を解決する方法
について説明します。次の項で構成されています。
•

通信の問題のトラブルシューティング（P.4-2）

•

音声品質の問題のトラブルシューティング（P.4-9）

•

装置の問題のトラブルシューティング（P.4-13）

•

RMS の設定に関する問題のトラブルシューティング（P.4-18）
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通信の問題のトラブルシューティング
この項では、通信で発生する可能性のある問題についての情報を提供し、それら
の問題をトラブルシューティングする方法を説明します。次のトピックを扱いま
す。
•

チャネル上のすべてのロケーション間の通信問題の分析（P.4-2）

•

VTG 参加者間の通信が失敗する問題のトラブルシューティング（P.4-3）

•

チャネル上に新しく追加された PMC ユーザの通信問題の解決（P.4-3）

•

ログアウトした PMC ユーザのアクティブ ユーザ リストからの削除（P.4-4）

•

PMC ユーザがチャネルをリッスンできるが、VTG をリッスンできない
（P.4-5）

•

SIP ベースのリモート接続のチャネルが自動的に非アクティブにされないよ
うにするための RMS の設定（P.4-6）

•

VTG のフィードバック ノイズの解消（P.4-7）

•

Cisco IPICS エンドポイント デバイスと、保護トーンを必要とする無線間の
通信問題について（P.4-7）

チャネル上のすべてのロケーション間の通信問題の分析
問題
チャネルのマルチキャスト アドレスが All に設定され、そのチャネルに
ロケーション A、B、および C のユーザが関連付けられています。ロケーション
B および C のユーザはチャネル上で互いに会話できますが、ロケーション A の
ユーザには会話が聞こえません。
解決法
チャネルのマルチキャスト アドレスは All に設定されていますが、ア
ドレスがドメイン内のすべてのユーザに到達するように設定されていない可能
性があります。ロケーション A が含まれるようにルータを再設定する必要があ
ります。ロケーションが適切に設定されている場合は、そのチャネルをブロック
している IP アクセス リスト、ファイアウォール設定、または適切に設定されて
いないマルチキャスト アドレスなどを調べる必要があります。
マルチキャストのトラブルシューティングの詳細については、次の URL で
『IP Multicast Troubleshooting Guide』を参照してください。
http://cisco.com/en/US/tech/tk828/technologies_tech_note09186a0080094b55.shtml
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VTG 参加者間の通信が失敗する問題のトラブルシューティング
問題

特定の VTG の参加者が互いに通信できません。

解決法
ルータの Protocol Independent Multicast（PIM）が sparse モードに設定
されている場合は、rendezvous point（RP; ランデブー ポイント）が設定されてい
ないか、またはすべての RP が到達不能になっている可能性があります。ルータ
の PIM を sparse モードに設定しても、RP を設定しなければ、ルータがパケット
をドロップするため、VTG 参加者にオーディオは聞こえません。この問題が発
生しないようにするには、RP を設定するか、またはルータを sparse-dense モード
に設定します。
ルータの設定方法の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide,
Release 2.1(1)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照して
ください。マルチキャストのトラブルシューティングの詳細については、次の
URL で『IP Multicast Troubleshooting Guide』を参照してください。
http://cisco.com/en/US/tech/tk828/technologies_tech_note09186a0080094b55.shtml

チャネル上に新しく追加された PMC ユーザの通信問題の解決
問題
複数の PMC ユーザがチャネル上で正常に通信しています。しかし、続
いて別の PMC ユーザが同じロケーションに正常にログインし、同じチャネルを
アクティブにしようとしても、そのチャネル上で音声が聞こえず、発言もできま
せん。
解決法
チャネルが使用するルータで、Digital Signal Processor（DSP; デジタ
ル シグナル プロセッサ）リソースが不足している可能性があります。このチャ
ネルを使用する PMC ユーザを増やすには、
DSP を追加する必要があります。RMS
の設定方法の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release
2.1(1)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。
特定の構成に基づいて必要な DSP を計算する方法については、次の URL で
『High-Density Packet Voice Digital Signal Processor Modules』のマニュアルを参照
してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6024/index.html
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ログアウトした PMC ユーザのアクティブ ユーザ リストからの削除
問題
コールの完了後、PMC ユーザが PMC アプリケーションからログアウト
します。しかし、Administration > Active Users > PMC ウィンドウでアクティブ
な PMC ユ ー ザ の リ ス ト を 表 示 す る と、そ の PMC ユ ー ザ の ス テ ー タ ス が
Logged-in と表示されます。
解決法
サーバが PMC からログアウト コマンドを受信していません。このよ
うな状況になるのは、PMC ユーザのログアウト処理の間に PMC でネットワーク
接続が中断した場合です。
ユーザをログアウトし、RMS およびネットワーク リソースを回復するには、次
の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Administration Console で、Administration > Active Users > PMC ウィンドウに移
動します。
PMC Users ペインに、アクティブな PMC ユーザのリストが表示されます。

ステップ 2

ログアウトした PMC ユーザのユーザ ID を特定します。

ステップ 3

このユーザを手動でログアウトするには、PMC ユーザ ID の横のチェックボック
スをオンにします。

ステップ 4

Logout をクリックします。
PMC ユーザのステータスが Logged-in から Logging-out に変わります。

ステップ 5

ステータスを更新するには、Refresh をクリックします。
Cisco IPICS は、そのユーザをアクティブ ユーザのリストから削除します。
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PMC ユーザがチャネルをリッスンできるが、VTG をリッスンできない
問題
PMC ユーザがチャネルにリモートで参加し、リッスンすることはでき
ますが、そのチャネルから作成された VTG をリッスンしようとしても、PMC
ユーザにはオーディオが聞こえません。
解決法
Cisco IPICS では、RMS がサポートする Cisco IPICS ロケーションは 1
つだけです（Cisco IPICS ロケーションはマルチキャスト ドメインとして定義さ
れます）。Cisco IPICS システムに設定されているロケーションおよびルータはす
べて、グローバル マルチキャスト アドレス プールで定義されたマルチキャスト
アドレスを使用して通信できる必要があります。マルチキャスト プール内のア
ドレスはすべて、Cisco IPICS システムに属するすべての RMS、PMC、または
Cisco Unified IP Phone に到達できる必要があります。
ここで重要なのは、すべての RMS コンポーネントが、グローバル マルチキャス
ト アドレス プールで定義されたすべてのアドレスに対して、オーディオの聞き
取りやサブスクライブを実行できることです。この要件が満たされていないと、
あるロケーション内の RMS が、別の到達不能のロケーションにあるチャネルで
構成された VTG にアクセスする可能性があります。この場合、RMS は、別の
RMS によって生成されたグローバル マルチキャスト ストリームをリッスンで
きません。その結果、ユーザ用に作成された SIP 接続が動作しなくなります。
この問題を解決するには、次のどちらかのアクションを実行します。
•

マルチキャスト アドレス プールに、すべての RMS コンポーネント、PMC
クライアント、および Cisco Unified IP Phone から到達できるようになってい
ないマルチキャスト アドレスがあれば、すべて削除します。

•

グローバル マルチキャスト アドレス プールに、参加できない RMS コンポー
ネントがあれば、すべて非アクティブにします。RMS コンポーネントを非
アクティブにするには、Administration Console の Configuration > RMS ウィ
ンドウに移動します。非アクティブにする RMS をクリックし、General タブ
の Deactivate をクリックします。
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SIP ベースのリモート接続のチャネルが自動的に非アクティブにされない
ようにするための RMS の設定
問題
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、RMS が非アクティブに
する場合があります。PMC ユーザが複数のチャネルをアクティブにした場合、非
アクティブになるタイミングはチャネルごとに異なります。
解決法
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 Activation 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。
この問題を最小限に抑えるには、システム管理者が RMS 設定に次のコマンドを
含める必要があります。
Router(config) #ip rtcp report interval 5001
Router(config)# gateway
Router(config-gateway)# media-inactivity-criteria rtcp
Router(config-gateway)# timer receive-rtcp 5
Cisco IPICS 用 の 正 し い ル ー タ 設 定 の 詳 細 に つ い て は、『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の 付 録「Configuring the Cisco IPICS RMS
Component」を参照してください。

（注）

上記のコマンドは、Cisco IPICS 関連の通信のタイムアウトだけでなく、RMS に
おけるすべての Real-time Transport Protocol（RTP）トラフィック（音声トラフィッ
ク）のタイムアウトにも影響します。
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VTG のフィードバック ノイズの解消
問題
VTG またはチャネルで特定のユーザが発言するときに、フィードバック
ノイズが連続的に発生します。
解決法
フィードバックが発生するのは、会話中に発言しているユーザのエン
ド デバイスを通じて、会話のオーディオが再生される場合です。たとえば、携
帯無線でチャネルまたは VTG をリッスンしているときに、PMC を使用して同じ
VTG またはチャネルで発言すると、フィードバック ノイズが聞こえることがあ
ります。
（携帯無線の）スピーカからのオーディオが、（PMC の）マイクロフォ
ンにフィードバックします。フィードバック ノイズの種類には、金属音のよう
なエコーや、口笛のようなノイズなどがあります。
フィードバックを避けるには、PMC クライアント マシンまたは Cisco Unified
IP Phone で通信する場所にある無線やスピーカの電源を切る必要があります。

Cisco IPICS エンドポイント デバイスと、保護トーンを必要とする無線間
の通信問題について
問題
無線接続が設定されたチャネルを使用したとき、特定の Cisco IPICS エ
ンドポイント デバイスはオーディオを伝送および受信できますが、無線ユーザ
にオーディオが伝送されないことがあります。この問題は、無線が Low Level
Guard Tone（LLGT; 低レベル保護トーン）を必要とする場合に発生します。
無線が LLGT を必要としている場合に、LLGT が LMR ゲートウェイ上に固定的
に設定されていないと、IP Phone ユーザまたはダイヤルイン / ダイヤルアウト
ユーザが送信したオーディオが無線ユーザに伝送されません。この場合、PMC
ユーザ、ダイヤルイン / ダイヤルアウト ユーザ、および他の IP Phone ユーザだ
けに伝送内容が聞こえます。
無線が LLGT を必要としない場合は、無線接続が関連付けられていないチャネル
を使用する場合と同じように伝送が行われます。この場合、すべてのエンドユー
ザに IP Phone ユーザまたはダイヤルイン / ダイヤルアウト ユーザの伝送内容が
聞こえます。
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LMR ゲートウェイに固定的な LLGT 設定がある場合、またはチャネルに対して
正しい保護トーンを設定してある場合は、PMC の伝送内容はすべてのエンド
ユーザに聞こえます。
解決法
必ず、LLGT を必要とするすべての無線に対して LLGT を固定的に設
定します。
また、LMR ゲートウェイの E&M ポートを非アクティブにしてアクティブに
（shutdown コマンドの後に no shutdown コマンドを実行）したとき、ポートがア
クティブになるまでの間、ルータが LLGT を処理しないことがあります。この状
態は、LLGT を必要とする無線と他の Cisco IPICS エンドポイントの間で通信が
短時間停止する原因になります。
LMR の詳細については、次のマニュアルを参照してください。
• 『 Solution Reference Network Design (SRND) for Cisco IPICS, Release 2.1(1)』の
「Cisco IPICS LMR Gateway Configurations」の章
• 『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Introducing Cisco
IPICS」の章
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音声品質の問題のトラブルシューティング
この項では、音声品質に関連する問題について説明します。次のトピックを扱い
ます。
•

PMC の音声品質が低下する（P.4-9）

•

PMC の音声品質が悪い問題のトラブルシューティング（P.4-10）

•

ダイヤル エンジン コールの音声品質が低下する（P.4-10）

•

VTG および SIP 接続された PMC クライアント マシンの使用時に音声通信
が中断する問題の解決（P.4-11）

PMC の音声品質が低下する
問題
マルチキャストまたは SIP を経由して接続されている PMC ユーザの音
声品質が低下します。この問題は、ルータでのアクティビティが高い期間に該当
する可能性があります。
解決法
PMC クライアント デバイスが送信している IP パケットの音声プラ
イオリティが誤ってマークされている可能性があります。
音声を正常に送信するには、パケットがエンドポイント間で送信されるときに最
高の優先順位で処理されるように、各 IP パケットが QoS（Quality of Service）
Differentiated Service Code Point（DSCP）で正しくマークされている必要がありま
す。QoS が正しくマークされていないパケットをデバイスがドロップしたり、
キューに入れたりすると、音声品質が低下する場合があります。
この問題を解決するには、Microsoft QoS パケット スケジューラが各 PMC クライ
アント マシンにインストールされていることを確認します。Microsoft QoS パ
ケット スケジューラのインストール方法の詳細については、
http://www.microsoft.com に移動し、QoS パケット スケジューラを検索してくだ
さい。
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PMC の音声品質が悪い問題のトラブルシューティング
問題

PMC ユーザの音声品質が非常に悪く、一部の PMC 接続が失敗します。

解決法
チャネルを設定するときに、コーデックを選択します。コーデックと
は、音声圧縮アルゴリズムのことで、送信用の音声信号を符号化し、宛先に到達
したときに信号をデコードします。Cisco IPICS では、G.729 コーデックおよび
G.711 コーデックを選択できます。
この問題が最もよく発生するのは、G.729 コーデックを使用するようにチャネル
を設定した場合です。このコーデックがより多くの DSP リソースを必要とする
ためです。G.729 は、すべての SIP（リモート）接続に使用されます。
この問題を解決するには、システム内のすべての DS0 リソースが同時 G.729 接
続をサポートしていることを確認します。
DS0 が同時 G.729 接続をサポートできない場合は、使用する G.729 チャネル数を
制限します。可能であれば、G.729 ではなく G.711 を使用します。これは、G.711
のほうが DSP リソースの使用量が少なくなるためです。Cisco IPICS でのコー
デックの使用に関する詳細については、
『Solution Reference Network Design (SRND)
for Cisco IPICS Release 2.1(1)』の「Cisco IPICS Infrastructure Considerations」の章
にある「Choosing a Codec」の項を参照してください。
また、すべてのチャネルまたは VTG にアクセスできるリモート ユーザの数を制
限し、必要なチャネルだけをリモート ユーザに関連付ける必要もあります。

ダイヤル エンジン コールの音声品質が低下する
問題

ダイヤル エンジンとのコールにおいて、音声品質が低下します。

解決法
ダイヤル エンジンでサポートされるコーデックは、G.711 ulaw だけで
す。メディア接続が G.729 などの異なるコーデックを使用する場合は、音声スト
リームがダイヤル エンジンに到達する前に、トランスコーダが G.711 ulaw コー
デックへの変換を実行する必要があります。トランスコーディングを有効にする
には、SIP プロバイダーを使用するか、Cisco Unified Communications Manager で
MTP を設定します。または、十分な DSP リソースを備えた Cisco IOS SIP ゲート
ウェイでトランスコーディングを実行することもできます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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Cisco Unified Communications Manager Release 5.1(2b) でトランスコーダを設定す
る方法の詳細については、次の URL で『Cisco Unified CallManager Administration
Guide, Release 5.1(3)』の「Transcoder Configuration」の章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_h
ome.html
Cisco IOS ゲートウェイ関連の機能の詳細については、次の URL で
Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5640/tsd_products_support_series_
home.html
このマニュアルでは、Cisco Multiservice IP-to-IP Gateway（IPIPGW）について説
明しています。IPIPGW を使用すると、IP ネットワーク間で H.323 VoIP コール
とビデオ会議コールが可能になるため、独立した VoIP ネットワーク間の接続が
容易になります。

VTG および SIP 接続された PMC クライアント マシンの使用時に音声通信
が中断する問題の解決
問題
VTG および SIP 接続された PMC クライアント マシンを使用すると、音
声通信が中断します。症状としては、一方向オーディオ伝送が発生する、音声を
伝送できない、接続がドロップする、およびオーディオ品質が低下する場合など
があります。debug vpm signaling コマンドを使用すると、T1 ループバック ポー
トを経由して VTG を接続する音声ポートに関して（M リード線から E リード線
へのマッピングに関して）
、予期しない結果を返します。
この問題が発生した場合、Cisco IPICS は、ipics.log 内に次の例のようなエラー
メッセージを生成することがあります。
2005-11-10 19:25:42,981 [pool-4-thread-1] ERROR IOSRMSCommunicator:433
- 10.32.65.127 getControllers() T1 is missing a required command:
'cablelength short 133ft'
2005-11-10 19:25:42,981 [pool-4-thread-1] ERROR IOSRMSCommunicator:437
- 10.32.65.127 getControllers() T1 controller 1/0/1 UNUSABLE. (Found
24 voice ports)
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解決法
Cisco IPICS では、すべての T1 コントローラに cablelength short コマ
ンドを設定する必要があります。このコマンドを使用すると、ルータ上の T1 リ
ンクのケーブル長を 133 フィート（40.5 M）以下に設定できます。
RMS の設定の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release
2.1(1)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。
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装置の問題のトラブルシューティング
この項では、Cisco IPICS のハードウェアに関して発生する可能性のある問題に
ついて説明します。通信障害に関連する問題については、P.4-2 の「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。
この項では、次のトピックを扱います。
•

Cisco Unified IP Phone に電力が供給されない（P.4-13）

•

PMC クライアント マシンと Cisco Unified IP Phone 間の一方向オーディオの
問題の分析（P.4-14）

•

コールを受信または発信した後に発生する Cisco Unified IP Phone の一方向
オーディオの問題の解決（P.4-15）

•

Cisco Unified IP Phone からのチャネル アクセス可能性の問題の修正（P.4-15）

•

サーバの IP アドレスを変更した後、Cisco Unified IP Phone が Cisco IPICS サー
ビスにアクセスできない（P.4-16）

•

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 の相互接続の問題の解決（P.4-17）

•

Cisco MCS 7825-H2 サーバから 2 番目のハード ドライブを削除するとサーバ
が動作不能になる（P.4-17）

Cisco Unified IP Phone に電力が供給されない
問題

Cisco Unified IP Phone に電力が供給されません。

解決法
Cisco Unified IP Phone に電力が供給されていない場合は、次のどちら
かの状況になっている可能性があります。
•

ルータに Power over Ethernet（PoE）モジュールが搭載されていない

•

Cisco IOS ソフトウェア バージョンが適切でない

（注） Cisco IPICS がサポートする Cisco Unified IP Phone 用のファームウェ
アについては、『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照してくださ
い。
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電源の問題の原因を特定するには、ルータ上で次のコマンドを入力します。
[router] #show power
•

コマンドが「unsupported command」というメッセージを返した場合は、
Cisco IOS ソフトウェア バージョンが適切でないと考えられます。適切な
Cisco IOS バージョンをインストールすると、問題が修正される場合があり
ます。

•

コマンドが電源に関する情報を返した場合、問題の原因としては、ルータに
PoE モジュールが搭載されていないことが考えられます。PoE モジュールを
取り付けると、問題が修正されます。

（注）

AC/DC アダプタを使用して電話機に電力を供給することもできます。詳
細については、ご使用の Cisco Unified IP Phone モデルに対応した製品マ
ニュアルを参照してください。

PMC クライアント マシンと Cisco Unified IP Phone 間の一方向オーディ
オの問題の分析
問題
特定のチャネルにおいて、Cisco Unified IP Phone ユーザには PMC ユーザ
の音声が聞こえますが、PMC ユーザには電話機ユーザの音声が聞こえません。
解決法
このような状況になるのは、チャネルのマルチキャスト アドレスが、
ネットワーク内の別のリソースに割り当てられている場合です。各チャネルおよ
び VTG に一意のマルチキャスト アドレスを割り当て、ネットワーク内の他のリ
ソースがそのマルチキャスト アドレスを使用していないことを確認します。詳
細 に つ い て は、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の
「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」の 章 に あ る「Guidelines for
Using IP Multicast Addresses with Cisco IPICS」の項を参照してください。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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コールを受信または発信した後に発生する Cisco Unified IP Phone の一方
向オーディオの問題の解決
問題
Cisco Unified IP Phone を使用してチャネルまたは VTG に接続してから、
コールを受信するか、コールを発信します。そのチャネルまたは VTG に再接続
しようとすると、一方向オーディオ（ユーザにはこちらの音声が聞こえるが、こ
ちらには他のユーザの音声が聞こえない状態）が発生します。
解決法
この問題は、特定のモデルの Cisco Unified IP Phone を使用している場
合に発生することがあります。この場合、Cisco IPICS マルチキャスト音声スト
リームが音声コールによって中断されると、ユーザはチャネルまたは VTG から
切断され、接続が再度有効になるまで切断されたままになります。
この問題を解決するには、接続されていたチャネルまたは VTG を再選択する必
要があります。または、Cisco IPICS からログアウトした場合は、システムにロ
グインし直す必要があります。チャネルまたは VTG を再選択するには、Back ソ
フトキーを押して、チャネルまたは VTG のリストに戻ります。次に、Select ソ
フトキーを押してチャネルまたは VTG を再選択します。

Cisco Unified IP Phone からのチャネル アクセス可能性の問題の修正
問題
Cisco Unified IP Phone から、関連付けられたチャネルにアクセスできま
せん。
解決法
ロケーション情報が誤って設定されている可能性があります。Cisco
Unified IP Phone は、マルチキャスト接続だけをサポートします。Cisco Unified IP
Phone を Cisco IPICS に対して使用するには、ダイヤル ログインのデフォルト ロ
ケーションと同じロケーションを割り当てる必要があります。ユーザが Cisco
IPICS にログインすると、サーバが、設定済みのデフォルト ロケーションを電話
機ユーザに割り当てます。Cisco Unified IP Phone ユーザは、関連付けられたチャ
ネルのうち、ユーザのデフォルト ロケーションに割り当てられたチャネルだけ
にアクセスできます。設定済みのデフォルト ロケーションが ALL ロケーション
の場合、Cisco Unified IP Phone ユーザは ALL ロケーションに割り当てられたチャ
ネルだけにアクセスできます。
ロケーションの管理方法の詳細については、『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」の章
にある「Managing Locations」の項を参照してください。
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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サーバの IP アドレスを変更した後、Cisco Unified IP Phone が Cisco
IPICS サービスにアクセスできない
問題
modify_ip コマンドを使用してサーバの IP アドレスを変更した後に、
Cisco Unified IP Phone を使用して Cisco IPICS サービスへのログインを試みます。
Cisco IPICS サービスを選択し、数字 ID と PIN を入力します。Cisco Unified IP
Phone に、エラー メッセージまたはブランクのプロンプトが表示されます。
解決法
Cisco Unified IP Phone に表示されたエラー メッセージに注意して、次
のどちらかのアクションを実行します。
• 「HTTP error 404」メッセージまたはブランクのプロンプトが表示された場合
は、Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified Communications
Manager Express でサーバの IP アドレスが更新されていない可能性がありま
す。また、Cisco IPICS サービスに設定されているサーバの IP アドレスが誤っ
ている可能性もあります。

（注）

Cisco IPICS サービスの設定が、サーバの新しい IP アドレスで自動的に
更新されることはありません。

この問題を解決するには、サーバの新しい IP アドレスを使用するように
Cisco IPICS サービスを設定します。Cisco IPICS サービスに関する Cisco
Unified IP Phone の設定方法については、『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の付録「Setting Up and Using a Cisco Unified IP Phone as
a Cisco IPICS Push-to-Talk Device」を参照してください。
• 「Host Not Found」メッセージが表示された場合は、Cisco Unified IP Phone
ファームウェアに Cisco IPICS との互換性がない可能性があります。この問
題を解決するには、
『Cisco IPICS Compatibility Matrix』を参照して、Cisco IPICS
との使用がサポートされているファームウェアのバージョンを確認し、現在
のバージョンに互換性がない場合は、ファームウェアをアップグレードしま
す。
Cisco Unified Communications Manager Administration を 使 用 し て フ ァ ー ム
ウェアをアップグレードする方法については、該当するバージョンの『Cisco
Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。
Cisco Unified Communications Manager のマニュアルは次の URL にあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_ser
ies_home.html
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 の相互接続の問題の解決
問題
1 つのアクセス ポイントを介して複数の Cisco Unified Wireless IP Phone
7920 モデルが接続されています。会話中、その電話機で他のデバイスと通信す
ることはできますが、他の Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 モデルと通信する
ことはできません。
解決法
Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 モデルで、ダウンレベル バージョ
ンのファームウェアを使用している可能性があります。この電話機で使用してい
るファームウェアのバージョンが、Cisco IPICS でサポートされていることを確
認します。サポートされるファームウェア バージョンについては、
『Cisco IPICS
Compatibility Matrix』を参照してください。

Cisco MCS 7825-H2 サーバから 2 番目のハード ドライブを削除すると
サーバが動作不能になる
問題
Cisco IPICS の動作中に Cisco MCS 7825-H2 サーバから 2 番目のハード
ドライブを削除した後、システムをリブートします。リブート後、システムが動
作不能になります。
解決法
このような状況では、サーバは 2 番目のハード ドライブを検出しま
すが、そのステータスを degraded として反映します。そのため、オペレーティ
ング システムを CD およびハード ドライブから実行できないようにします。こ
の問題を解決するには、サーバを完全にリロードする必要があります。ただし、
この方法によってデータが失われることに注意してください。
この問題が発生した場合は、サーバをリブートする前に、データベースをバック
アップしてデータを保存してください。データベースのバックアップ方法の詳細
については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing
Cisco IPICS Database Backup and Restore Operations」の章を参照してください。
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RMS の設定に関する問題のトラブルシューティング
この項では、RMS の設定に関して発生する可能性のある問題について説明しま
す。
この項では、次のトピックを扱います。
•

RMS 設定後のサーバのリブートに時間がかかる（P.4-18）

•

RMS を非アクティブにしてもそのステータスが変わらない（P.4-19）

•

RMS コマンド プロンプトを変更すると VTG のアクティブ化に時間がかか
る、または RMS が到達不能状態になる（P.4-20）

•

RMS が失敗する、または到達不能状態のままになる（P.4-21）

•

新しく追加した RMS にループバックが表示されない（P.4-22）

•

ルータが到達不能状態のままになる（P.4-22）

•

Cisco IPICS サーバが RMS の一部の T1 ポートを認識しない（P.4-23）

•

ループバック用のルータ インジケータ ランプが緑色に点灯しない（P.4-25）

•

VTG で音声ループが発生し、ルータ設定に誤った情報が表示される（P.4-26）

•

PMC PTT ボタンを押してからメディアが確立するまで大幅に遅延する
（P.4-27）

RMS 設定後のサーバのリブートに時間がかかる
問題
1 つ以上の RMS コンポーネントを定義し、そのコンポーネントに多数
の DS0 音声ポートを割り当てた後、Cisco IPICS サーバをリブートします。しか
し、サーバのリブートに非常に時間がかかります。
解決法
サーバのリブート中、サーバは RMS にコマンドを送信して、RMS コ
ンポーネントと DS0 が動作していることを確認します。また、サーバは、RMS
の設定が変更されているかどうかも確認します。
ユーザが RMS に多数の DS0 を追加した場合、サーバは、リブート後に RMS に
多数のコマンドを送信する必要があります。たとえば、ユーザが 96 の DS0 を追
加した場合、サーバは RMS に 800 〜 1,400 のコマンドを送信します。Cisco 3800
シリーズ ルータなど、パフォーマンスの高いルータの場合、コマンドの送受信
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プロセスには 10 〜 20 秒かかることがあります。Cisco 2800 シリーズ ルータな
ど、パフォーマンスの低いルータの場合、このプロセスには 1 〜 2 分（60 〜 120
秒）かかることがあります。
この問題を解決するには、次のアクションのどちらかまたは両方を実行します。
•

ルータをアップグレードしてパフォーマンスを向上する。

•

RMS に過剰な数のコントローラおよび DS0 をロードしない。

RMS を非アクティブにしてもそのステータスが変わらない
問題
RMS を非アクティブにしても、RMS のステータスが Deactivated ではな
く Stopping と表示されます。
解決法
このような状況になるのは、1 つ以上の VTG がアクティブになって
いる場合です。RMS リソースを使用しているアクティブな VTG が存在する場
合、Cisco IPICS では RMS を非アクティブにすることができません。この問題を
解決するには、次の手順を実行して、アクティブな VTG が存在するかどうかを
確認し、必要に応じて VTG を非アクティブにします。
手順
ステップ 1

Administration Console で、VTG Management > Virtual Talk Groups ウィンドウに
移動し、VTG のステータスを確認します。

ステップ 2

Virtual Talk Groups ウィンドウで、Status 列を参照して VTG のステータスを確認
します。
この列に表示されるステータスは inactive または active のどちらかです。

ステップ 3

active ステータスが表示されている VTG がある場合は、次の手順を実行して、そ
の VTG を非アクティブにします。
a. VTG 名のリンクをクリックして、VTG の詳細を表示します。
b. Deactivate VTG をクリックして、VTG を非アクティブにします。
c. Save をクリックします。
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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ステップ 4

アクティブな VTG をすべて非アクティブにしたら、Configuration > RMS ウィ
ンドウに移動して、RMS のステータスを確認します。
RMS のステータスが Deactivated と表示されます。

ステップ 5

RMS のステータスが引き続き Stopping と表示される場合は、次の手順を実行し
て、RMS をアクティブにしてから非アクティブにします。
a. Configuration > RMS ウィンドウに移動します。
b. RMS の名前をクリックして、RMS を選択します。
c. General タブをクリックします。
d. RMS をアクティブにするには、Activate をクリックします。
e. RMS を非アクティブにするには、Deactivate をクリックします。
f. Save をクリックします。
これで、RMS のステータスが Deactivated と表示されるようになりました。

RMS コマンド プロンプトを変更すると VTG のアクティブ化に時間がかか
る、または RMS が到達不能状態になる
問題
prompt コマンドを使用して、RMS の CLI プロンプトをカスタマイズし
ます。プロンプトを変更すると、VTG のアクティブ化に時間がかかることや、リ
モート ユーザがログインするときに時間がかかったりエラーが頻繁に表示され
たりすること、または RMS が頻繁に到達不能状態になることがあります。
解決法
RMS のプロンプトを変更すると、VTG のアクティブ化や非アクティ
ブ化などの操作に失敗することがあります。
Cisco IPICS でサポートされるのはデフォルト プロンプトだけです。
この問題を避けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで no prompt
コマンドを入力して、デフォルト プロンプトを保持します。
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また、ネットワーク上の RMS と Cisco IPICS サーバ間のリンクにおいて、パケッ
トの遅延時間が長くなっているか、パケット損失が過度に発生している可能性も
あります。過度に遅延するリンクの例には、衛星のアップリンクがあります。可
能であれば、遅延時間がより短く、パケット損失がより少ないリンクを使用しま
す。

RMS が失敗する、または到達不能状態のままになる
問題
RMS が失敗するか、または到達不能状態のままになります。
Serviceability > System Logs ウィンドウに移動してシステム ログを確認すると、
Recent System Log Entries ペインに次のエラー メッセージが表示されます。
ERROR IOSRMSCommunicator:..java.net.ConnectException:Connection
refused.

解決法
この問題が発生するのは、複数の Cisco IPICS ユーザが RMS にログ
インし、使用可能な Virtual Teletype Interface（VTY）回線をすべて使用している
場合です。このような状況では、サーバがルータと通信できなくなります。
VTY 回線がすべて使用されているかどうかを確認するには、
RMS にログインし、
次のコマンドを入力して、アクティブな VTY 回線の情報を表示します。
Router# show users
VTY 回線をクリアするには、次のコマンドを入力します。
Router# clear line <line-number>
表示の意味は次のとおりです。
<line-number> は、クリアする回線の番号です。
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新しく追加した RMS にループバックが表示されない
問題
Administration Console の Configuration > RMS > <router-name>
Loopbacks ウィンドウで、Cisco IPICS に追加した RMS にループバックが表示さ
れません。
解決法
不完全な、またはサポートされていないコントローラ設定で RMS を
追加しようとした可能性があります。T1/E1 コントローラの接続および設定方法
に つ い て は、『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の 付 録
「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照してください。

ルータが到達不能状態のままになる
問題
RMS のログイン情報を更新すると、Cisco IPICS サーバから RMS にアク
セスできなくなります。Configuration > RMS ウィンドウでは、RMS のステータ
スが Unreachable として表示されます。
解決法
RMS をアクティブにしたときの設定（ユーザ名、パスワード、また
は IP アドレスなど）が誤っている可能性があります。このような場合、RMS は
到達不能状態になり、誤った設定を修正したり、RMS を無効にすることができ
なくなります。
また、別の原因として、以前に動作していた RMS（ループバックが設定された
もの）がすでに Cisco IPICS に存在し、その設定を誤った値に更新した可能性も
あります。
問題を解決するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Administration Console で、Configuration > RMS ウィンドウに移動します。
RMS ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

Routers ペインで、ルータ名の横のチェックボックスをオンにして、ルータを選
択します。
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ステップ 3

そのルータ設定をサーバから削除するために、Delete をクリックします。
Cisco IPICS がそのルータをシステムから削除します。

ステップ 4

そのルータを設定に再度追加します。手順については、
『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System
Administrator Tasks」の章にある「Adding an RMS」の項を参照してください。

Cisco IPICS サーバが RMS の一部の T1 ポートを認識しない
問題

Cisco IPICS サーバが、
T1 コントローラ上の一部の DS0 を認識しません。

解決法
Cisco IPICS サーバは RMS DS0 グループ設定内のギャップを認識し
ないため、必ず、連続した DS0 グループを T1 コントローラに設定してくださ
い。設定された DS0 グループが連続していない場合、サーバは、リスト内の最
後の DS0 グループ番号よりも後に定義されている設定を読み取りません。
誤って設定された DS0 の例については、例 4-1 を参照してください。DS0 グルー
プ 0 〜 2 を設定し、次に DS0 グループ 4 から続けて設定した場合は、DS0 グルー
プ 3 が定義されていないため、サーバは RMS の 3 つのポートだけを認識します。
このような状況では、サーバは、連続した設定の最後（DS0 グループ 2）よりも
後にある T1 ポートを認識しません。
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例 4-1

連続していない設定

Router(config)#controller T1 1/0
Router(config-controller)#framing esf
Router(config-controller)#clock source internal
Router(config-controller)#linecode b8zs
Router(config-controller)#cablelength short 133
Router(config-controller)#DS0-group 0 timeslots
Router(config-controller)#DS0-group 1 timeslots
Router(config-controller)#DS0-group 2 timeslots
(DS0-group 3 is not configured)
Router(config-controller)#DS0-group 4 timeslots
Router(config-controller)#DS0-group 5 timeslots
Router(config-controller)#DS0-group 6 timeslots
...

24 type e&m-lmr
1 type e&m-lmr
2 type e&m-lmr
4 type e&m-lmr
5 type e&m-lmr
6 type e&m-lmr

この例の場合、この状況を解決するには、ルータ内の両方の T1 上で次のコマン
ドを入力します。
Router(config-controller)# DS0-group 3 timeslots 3 type e&m-lmr
ルータ上で CLI コマンドを入力したら、次の手順を実行して、設定をマージし、
保存します。
手順
ステップ 1

Administration Console で、Configuration > RMS に移動します。
Configuration > RMS ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ルータの横のチェックボックスをオンにして、ルータを選択します。

ステップ 3

Configuration > Merge をクリックして、設定をマージします。

ステップ 4

ルータの名前をクリックして、ルータを選択します。
Configuration > RMS > <rms-name> ウィンドウが表示されます。

ステップ 5

Save をクリックして、変更を加えた Cisco IPICS RMS 設定を更新します。
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RMS の 設 定 方 法 の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide,
Release 2.1(1)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照して
ください。

ループバック用のルータ インジケータ ランプが緑色に点灯しない
問題
ルータ上に物理的なループバックを作成しても、緑色の Carrier Detect
（CD; キャリア検知）インジケータ ランプが点灯しません。
解決法
ルータ上のループバックを調べて、次のいずれかのインジケータ ラ
ンプが点灯しているかどうかを確認した後、次の手順を実行して、問題を修正し
ます。
•

CD：このランプが緑色の場合は、ループバックに問題がないことを示しま
す。

•

Alarm Indication（AL）：このランプが赤色の場合は、次のいずれかの問題が
存在します。
− ケーブルが接続されていない。
− ピンが T1 用に正しくマッピングされていない。次に、RJ45 コネクタの
正しいピン設定を示します。
- ピン 1 および 2 は、ピン 4 および 5 にマッピングすること
- ピン 4 および 5 は、ピン 1 および 2 にマッピングすること

•

Loss of Frame（LP）：このランプが黄色の場合は、次のいずれかの問題が存
在します。
− ケーブルが接触不良を起こしている。
− ケーブルに不具合がある。

•

AL および CD ランプが両方とも点灯している
− インターフェイスがシャットダウンしている：インターフェイスを有効
にするには、T1 ループバック インターフェイスの両端において、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力し
ます。
Router(config-if)# no shutdown
− フレーム構成が適切でない：ループバックの両端で Extended Super Frame
（ESF）フレーム同期方式を使用することをお勧めします。
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− ライン コードが適切でない：ループバックの両端で B8ZS 符号化標準を
使用することをお勧めします。

VTG で音声ループが発生し、ルータ設定に誤った情報が表示される
問題
VTG で音声ループ（連続的なエコー）が発生します。Administration
Console で Configuration > RMS ウィンドウの Configuration ドロップダウン リ
スト ボックスから Show を選択して設定を表示すると、現在使用されていない音
声ポートまたはダイヤル ピアの設定が表示されます。
解決法
Cisco IPICS システムに RMS を追加した場合、特に、別の Cisco IPICS
に関連付けられていた RMS を追加した場合は、ルータの show configuration コ
マンドで表示される出力と、Configuration ドロップダウン リストボックスから
Show を選択したときに表示される設定とが一致しないことがあります。たとえ
ば、音声ポートによっては、ループバックにリストされていなくても、Show
Configuration ウィンドウに「INUSE」ステータスを含む説明が表示されることが
あります。
デフォルトでは、Cisco IPICS は RMS コンパレータ メカニズムを使用して、10
分おきに RMS にポーリングを行います。RMS コンパレータは、設定に変更があ
るかどうかを RMS の応答で確認します。RMS の設定に変更があり、それらの変
更が Cisco IPICS サーバに反映されていない場合は、2 つのコンポーネントが同
期されるように、RMS コンパレータが設定を自動的に更新します。

ヒント

ポーリング間隔は、Administration 領域で Options ウィンドウの RMS Polling
Frequency フィールドに新しい値を入力することで変更できます。詳細について
は、
『Cisco IPICS System Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco
IPICS System Administrator Tasks」の章にある「Managing Cisco IPICS Options」の
項を参照してください。

ポーリング間隔を待たずに手動で比較および更新するには、次の手順を実行しま
す。
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手順
ステップ 1

Administration Console で、Configuration > RMS に移動します。
Configuration > RMS ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

ルータの横のチェックボックスをオンにして、ルータを選択します。

ステップ 3

Configuration ドロップダウン リスト ボックスから Update を選択して、設定を
更新します。

（注）

Update をクリックすると、RMS で現在アクティブになっている音声リ
ソースがすべて再設定されるため、接続が一時的に中断することがあり
ます。

PMC PTT ボタンを押してからメディアが確立するまで大幅に遅延する
問題
PMC PTT ボタンを押してから、リモート PMC とマルチキャスト チャネ
ル間でメディアが確立するまで、さまざまな長さの遅延が断続的に発生すること
があります。
解決法
この遅延が発生するのは、RMS がマルチキャスト RTP パケットの送
信元アドレスに対する Reverse Path Forwarding（RPF）チェックを実行できない
場合です。RPF を使用すると、トラフィック フローをより効率的にすることが
できます。また、送信元アドレスと宛先アドレス間のマルチキャスト パケット
が通過するパスを定義して、ループが発生しないようにすることもできます。
この問題を解決するには、Loopback0 と Virtual Interface（Vif; 仮想インターフェ
イス）の両方に設定した IP アドレスがルーティング可能になるようにします。
この要件は、両方のインターフェイスから Cisco IPICS を正常に操作するために
必要です。どちらかのインターフェイスの IP アドレスがルーティング可能に
なっていないと、SIP 接続や Cisco IPICS ネットワーク接続に影響を及ぼします。
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RMS の 設 定 方 法 の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide,
Release 2.1(1)』の付録「Configuring the Cisco IPICS RMS Component」を参照して
ください。
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PMC アプリケーションの
トラブルシューティングに関する
ヒント
この章では、基本的なトラブルシューティングのヒントや、PMC アプリケーショ
ン使用時に表示される可能性のあるエラー メッセージ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 アプリケーションの問題のトラブルシューティング（P.5-2）

•

PMC のエラー状態の分析（P.5-35）
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PMC アプリケーションの問題のトラブルシューティング
次の各項で、PMC アプリケーションの問題を解決する方法について説明します。
•

PMC の実行に関する問題の解決（P.5-2）

•

PMC インストール ログ ファイルの生成（P.5-4）

•

暗号化されたファイル システムに対する PMC インストーラの使用方法
（P.5-6）

•

PMC 設定ファイルの変更（P.5-7）

•

PMC オプション設定の使用方法（P.5-8）

•

フットスイッチ /USB デバイスの問題の解決（P.5-8）

•

オーディオ設定の構成（P.5-9）

•

PMC に対する Cisco Security Agent の使用方法（P.5-11）

•

PMC と他の音声アプリケーションの共存（P.5-12）

•

一方向オーディオのトラブルシューティング（P.5-12）

•

音声品質の問題のトラブルシューティング（P.5-16）

•

Windows XP SP2 に関する Unknown Publisher エラーの解決（P.5-17）

•

Internet Explorer を使用した場合の Cisco IPICS サーバ Administration Console
へのアクセスに関する問題の解決（P.5-17）

•

PMC 接続の問題のトラブルシューティング（P.5-18）

•

名前解決の障害の解決（P.5-29）

•

チャネルのアクティブ化に関する問題の識別（P.5-29）

•

コーデックのミスマッチに関する問題の解決（P.5-30）

•

右から左方向に書く言語とダブル バイト言語のサポート（P.5-31）

•

PMC アプリケーションに関する注意事項（P.5-33）

PMC の実行に関する問題の解決
PMC アプリケーションのインスタンスは 1 つに制限され、特定の PMC クライア
ント マシンで開くことができます。PMC を起動し、すぐに終了してから再起動
しようとすると、PMC が不意に終了することがあります。これは、PMC の最初
のインスタンスがクリーンアップ手順を完了していないためです。このような場
合は、少なくとも 10 秒待ってから PMC を再起動します。
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最近終了した PMC の再起動に失敗する場合、原因としては、PMC.exe プロセス
が PMC クライアント マシンでまだ動作していることが考えられます。
PMC.exe プロセスがまだ動作していることを確認し、必要に応じてタスクを終了
するには、次の手順に従います。
手順
ステップ 1

クライアント マシンで、Ctrl+Alt+Delete キーを押して、Windows タスク マネー
ジャ アプリケーションを起動します。

ステップ 2

Task Manager をクリックします。
Windows タスク マネージャには、Applications、Processes、および Performance の
3 つのタブが表示されます。Windows XP タスク マネージャには、Networking と
いう追加のタブも表示されます。

ステップ 3

Processes タブをクリックします。

ステップ 4

Image Name をクリックして、実行中のプロセスのリストをアルファベット順に
並べ替えます。
このリストをスクロール ダウンして、PMC.exe プロセスを検索します。

ステップ 5

PMC.exe をクリックして強調表示するか、または PMC.exe を右クリックします。
次に、End Process をクリックします。
このプロセスを終了するかどうかを確認する警告メッセージが表示されます。

ステップ 6

Yes をクリックします。

ステップ 7

右上隅にある「X」をクリックして、Windows タスク マネージャを終了します。
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（注）

PMC の終了後、アプリケーションを再起動する場合は、約 30 秒待ってから行う
必要があります。これは PMC のプロセスが終了するための時間を十分に確保す
るためです。

PMC インストール ログ ファイルの生成
pmcsetup.exe インストール ファイルの実行時に次のいずれかの問題が発生する
場合は、PMC インストール ログ ファイルを生成して問題を特定し解決すること
ができます。
•

pmcsetup.exe ファイルの実行を試みても応答がない

•

インストールは開始するが正常に完了しない

•

インストールの失敗を示すエラーが表示される

•

PMC クライアント マシンのデスクトップ上に Cisco IPICS PMC ショート
カットが表示されない、またはプログラム メニューに Cisco IPICS PMC エン
トリが表示されない（Start > Programs > Cisco IPICS > PMC）

これらのエラーのいずれかが発生する場合は、次の手順を使用して、pmcsetup.exe
自己解凍バイナリ ファイル（pmcinst.exe という PMC インストール ファイルと
pmc.ini ファイルを含むもの）から、PMC インストール ログ ファイルを生成し
ます。このログ ファイルは、シスコのサポート担当者がトラブルシューティン
グ作業を支援する場合に役立つ情報を提供します。
PMC インストール ログ ファイルを生成するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Windows に C:\temp ディレクトリが存在しない場合は、このディレクトリを作成
します。

ステップ 2

Windows エクスプローラを使用して、pmcsetup.exe ファイルの保存場所に移動し
ま す。詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release
2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC Application」の章にある「Downloading
and Installing the PMC Application」の項を参照してください。
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ステップ 3

この格納場所で pmcsetup.exe ファイルを検索し、ファイルをクリックして強調
表示します。次に、pmcsetup.exe ファイルを右クリックし、Copy をクリックし
ます。

ステップ 4

Windows エクスプローラを使用して C:\temp ディレクトリに移動し、このディレ
クトリ内の空きスペースで右クリックします。次に、Paste をクリックして、
pmcsetup.exe ファイルを C:\temp ディレクトリにコピーします。

（注）

C:\temp ディレクトリに、pmcinst.exe ファイルおよび pmc.ini ファイルの
どのバージョンもないことを確認してください。どちらかのファイルが
存在する場合は、既存のファイル名を変更するか、または削除する必要
があります。

ステップ 5

PMC クライアント マシンでコマンドライン プロンプトを開き（Start > Run >
cmd）
、C:\temp ディレクトリにアクセスします。

ステップ 6

PMC インストール ログ ファイルを生成するには、C:\temp ディレクトリから次
のコマンドを実行します。
pmcsetup.exe -log
C:\temp ディレクトリに pmcsetup.log ファイルが表示されます。
PMC がクライアント マシンにすでにインストールされている場合は、PMC を
アップグレードするかどうかを確認するメッセージが表示される場合がありま
す。Yes をクリックして続行します。

ステップ 7

コマンドライン プロンプトを終了するには、exit コマンドを入力します。

ステップ 8

PMC インストール ログ ファイルを作成後、シスコのサポート担当者にご連絡く
ださい。
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暗号化されたファイル システムに対する PMC インストーラの使用方法
PMC インストーラは、インストール時に PMC クライアント上の Temp フォルダ
（%temp% 環境変数）を使用します。Temp フォルダが Encrypted File System（EFS）
を使用して暗号化されている場合、PMC インストーラはインストールを続行で
きません。この場合、PMC インストーラは、TMP または SystemRoot フォルダを
使用してインストールを続行します。
PMC クライアント マシン上の暗号化されたファイルが原因で PMC のインス
トールを続行できな い場合は、暗号化さ れていないフォルダを指す ように
%temp% および %tmp% 環境変数を変更してから、PMC のインストールを再度実
行します。
%temp% および %tmp% 環境変数によって指定されたフォルダを特定し、その
フォルダが暗号化されているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

PMC クライアント マシンでコマンドライン プロンプトを開くために、
Start > Run and entering cmd を選択します。
コマンドライン ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

コマンドラインで、次のコマンドを入力します。
C:\ echo %temp%
TEMP フォルダの場所が表示されます。
%temp% 環境変数によって指定されたフォルダが暗号化されている場合は、
%temp% 環境変数を暗号化されていないフォルダに割り当てます。

ステップ 3

%temp% 環境変数を暗号化されていないフォルダに割り当て直すには、次のコマ
ンドを入力します。
C:\ set TEMP=<new location>
表示の意味は次のとおりです。
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<new location> は、%temp% 環境変数に割り当てる暗号化されていない新しい
フォルダを指定します。
TEMP フォルダの新しい場所が表示されます。
ステップ 4

%tmp% 環境変数を暗号化されていないフォルダに割り当て直すには、次のコマ
ンドを入力します。
C:\ set TMP=<new location>
表示の意味は次のとおりです。
<new location> は、%tmp% 環境変数に割り当てる暗号化されていない新しいフォ
ルダを指定します。

ステップ 5

次のコマンドを入力して、PMC のインストールを再度実行します。
C:\ run pmcsetup.exe

ステップ 6

コマンドライン プロンプトを終了するには、exit コマンドを入力します。

Encrypted File System の 詳 細 に つ い て は、http://support.microsoft.com/ に あ る
Microsoft サポート サイトを参照してください。

PMC 設定ファイルの変更
PMC アプリケーションを開いた後で PMC 設定ファイルの変更が必要になった
場合は、ハード ドライブの設定ファイルを編集する前に、PMC アプリケーショ
ンを終了してください。設定ファイルの編集前に PMC アプリケーションを終了
しないと、設定変更が PMC によって上書きされる可能性があります。設定ファ
イルに変更を加えた場合は、必ず変更を保存してください。
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PMC オプション設定の使用方法
オプション設定メニューを使用すると、PMC ログ ファイルなど、通常では表示
も編集もできない追加のサブメニューにアクセスできるため、トラブルシュー
ティング作業に役立ちます。たとえば、PMC ログ ファイルごとにロギングのオ
ンとオフを手動で切り替え、デバッグ レベルを設定することができます。
このサブメニュー項目を使用するには、PMC オプション設定を使用します。PMC
オプション設定の使用方法に関する詳細と注意事項については、
『Cisco IPICS
PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』
の「Configuring the PMC Application」
の章にある「Using the Optional Settings Menu」の項を参照してください。

注意

このオプション設定の使用は、サーバに接続できない場合や、システム管理者ま
たはシスコのサポート担当者から指示された場合など、緊急時のトラブルシュー
ティング作業やデバッグ作業に限定する必要があります。システムの整合性を確
保するため、このオプション設定のサブメニューを 1 つでも使用する場合は、事
前にシステム管理者に連絡してください。

フットスイッチ /USB デバイスの問題の解決
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がサポートされ
ています。このデバイスは、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もあります。
フットスイッチまたは同様の USB デバイスを使用する場合、All Talk チャネル
ボタンがオレンジ色と黄色に交互に点滅するときは、デバイスが適切に設定され
ていない可能性があります。
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
できることを確認します（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）。
Cisco IPICS に対して正常に機能するように USB デバイスを設定する方法の詳細
については、デバイスに付属の製品マニュアルを参照してください。
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フットスイッチや他の USB デバイスの使用方法の詳細については、
『Cisco IPICS
PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application」の
章にある「Using Keyboard Mapping」の項を参照してください。

オーディオ設定の構成
この項では、オーディオ設定の構成について説明します。次のトピックを扱いま
す。
•

PMC に対する USB DSP ヘッドセットの使用方法（P.5-10）

•

PMC に対するマイクロフォンの確認（P.5-10）

PMC アプリケーションをインストール後、クライアント マシンの再生および録
音オーディオ デバイスに関する現在の設定を確認し、PMC に対して優先または
デフォルトのサウンド デバイスを使用していることを確認します。

ヒント

（注）

PMC
の実行中にオーディオ設定を変更した場合は、変更を有効にするために
PMC の再起動が必要になることがあります。

必ず、Windows のオーディオ設定で、優先またはデフォルトのサウンド デバイ
ス オプションを選択してください。この操作により、同一マシンで複数のマイ
クロフォンがトラフィックを受信することによって発生する可能性のあるエ
コーを制限できます。

PMC の使用時に最高の音声品質を確保する方法のヒントについては、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and
Upgrading the PMC Application」の章にある「Voice Quality Tips」の項を参照して
ください。
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PMC に対する USB DSP ヘッドセットの使用方法
Windows オペレーティング システムで USB DSP ヘッドセット（独自のサウンド
カードを搭載したヘッドセット）を使用する場合、Windows が USB DSP ヘッド
セットをデフォルトのスピーカおよびマイクロフォンとして設定することがあ
ります。そのため、PMC を起動する前に、USB DSP ヘッドセットを PMC クラ
イアント マシンに接続してください。
ヘッドセットを PMC クライアント マシンに接続して PMC を起動した場合、
PMC は、USB DSP ヘッドセットに関するオーディオ設定を自動的に記憶せず、
Windows オペレーティング システムのデフォルトのオーディオ設定に戻しま
す。USB DSP ヘッドセット用の Windows オーディオ設定を確認して再設定する
方 法 の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release
2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC Application」の章にある「Using a USB
DSP Headset with the PMC」の項を参照してください。

（注）

USB ヘッドセットのマイクロフォンを長期間使用すると、音声が不鮮明になる
場合があります。この問題が発生した場合は、PMC を終了し、USB ヘッドセッ
トを PMC クライアント マシンから取り外します。次に、USB ヘッドセットを
PMC クライアント マシンに再度接続し、PMC を再起動します。

PMC に対するマイクロフォンの確認
PMC クライアント マシンでは、マイクロフォンのオーディオ録音および再生機
能を確認する必要もあります。確認するには、Microsoft サウンド レコーダーに
アクセスし、音声を録音してから、その録音を聞きます（オーディオ入力デバイ
スをマシンに接続しておいてください）
。
•

PMC には高品質のマイクロフォンを使用してください。それ以外のマイク
ロフォンを使用すると、Cisco IPICS システムで音声を正確に検出して、送信
トラフィックや受信トラフィックを正常に登録することができなくなる場
合があります。

•

Cisco IPICS システムは、音声の伝送時に音声を検出できない場合に、伝送を
スケルチすることがあります。この場合、別の Cisco IPICS ユーザは、相手
の音声が聞こえず、PMC 受信インジケータにも伝送の状況が表示されない
ために、伝送の途中で発言を開始することがあります。
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（注）

PMC クライアント マシンのマイクロフォンが使用中の場合や、その他の理由に
より PMC がそのマイクロフォンを開くことができない場合、アクティブな会話
は聞こえますが、発言できないことに注意してください。

オーディオ設定の構成とサウンド録音機能の詳細については、
『Cisco IPICS PMC
Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC
Application」の章にある「Configuring the Audio Settings」、
「Using a USB DSP Headset
with the PMC」
、および「Using the Microphone with the PMC」の項を参照してくだ
さい。

PMC に対する Cisco Security Agent の使用方法
Cisco Security Agent（CSA）を PMC クライアント マシンにインストールした場
合、実行しようとする各種の操作に対して、CSA アクセス権のダイアログボッ
クスが表示されることがある点に注意してください。

（注）

PMC で任意の操作の実行時に、アクセス権のダイアログボックスが表示された
場合は、必ず Yes をクリックしてアクセス権を付与し、その操作を続行します。

アクセス権のダイアログボックスは、次の場合に表示されることがあります。
•

PMC インストール プロセスで CSA アクセス権のダイアログボックスが表
示された場合は、必ず Yes をクリックして PMC のインストールにアクセス
権を付与してください。

•

新しいバージョンの PMC の起動時やシステムのリブート後に、CSA アクセ
ス権のダイアログボックスが表示される場合は、Yes をクリックしてアクセ
ス権を付与し、PMC がメディア デバイス（マイクロフォン）を監視できる
ようにしてください。

（注）

PMC の起動後、デフォルト値の No で CSA をタイムアウトさせた場合、
PMC は、トラフィックの受信は可能ですが送信はできなくなります。つ
まり、アクティブな会話は聞こえますが、音声の伝送はできなくなりま
す。
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•

PMC 上のチャネルのアクティブ時に、アクセス権のダイアログボックスが
表示された場合は、必ず Yes をクリックしてアクセス権を付与してくださ
い。

•

PMC のアンインストール時に、アクセス権のダイアログボックスが表示さ
れた場合は、Yes をクリックしてアクセス権を付与してください。

•

オプションとして「Don’t ask me again」チェックボックスが表示された場合、
チェックボックスをオンにして、ダイアログボックスを今後は表示しないよ
うに CSA に指示することもできます。

CSA の使用方法については、次の URL で Cisco Security Agent のマニュアルを参
照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/tsd_products_support_series_
home.html

PMC と他の音声アプリケーションの共存
PMC アプリケーションを他の音声アプリケーションと共存させる機能は、使用
するオペレーティング システムに依存します。
たとえば、Windows XP では、複数のアプリケーションを同時に実行し、同時に
マイクロフォンを開いて使用することができます。ただし、一部のオペレーティ
ング システムでは、この同じ機能はサポートされません。つまり、クライアン
ト マシンで同時にアクティブにできる音声アプリケーション（PMC や別の音声
アプリケーションなど）は 1 つだけです。
たとえば、Microsoft NetMeeting 会議ソフトウェアの実行中に PMC アプリケー
ションを開こうとすると、PMC がメディア デバイスにアクセスできないためエ
ラーが表示されます。この場合は、NetMeeting アプリケーションを終了してから
PMC を起動する必要があります。PMC の終了後、NetMeeting を再起動します。

一方向オーディオのトラブルシューティング
PMC を使用する場合、さまざまな状況下で一方向オーディオの問題が発生する
ことがあります（たとえば、オーディオの送信は可能だが、オーディオが聞こえ
ない場合）。次のトピックでは、このような一方向オーディオの問題を解決する
方法について説明します。
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（注）

ヒント

•

オーディオおよびヘッドセットの問題を解決するための CLI コマンドの使
用方法（P.5-13）

•

IP アドレス変更の解決（P.5-15）

マルチキャストの問題も一方向オーディオの問題の一因となる場合があること
に注意してください。詳細については、P.5-24 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。

PMC を使用する前に、PMC クライアント マシンのネットワーク接続を調べ、有
効な IP アドレスを持っていること、およびネットワークに接続できることを確
認してください。SIP ベースのリモート接続を使用する場合は、PMC で 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）
。詳
細については、P.5-15 の「IP アドレス変更の解決」を参照してください。

オーディオおよびヘッドセットの問題を解決するための CLI コマンドの使用方法
PMC で CLI コマンド オプションを使用すると、発生するオーディオの問題を確
認し切り分けることができます。この項では、オーディオの問題を解決するとき
に使用できる CLI コマンドについて説明します。
ヘッドセットの問題を解決するための CLI コマンドの使用方法
PMC でオーディオが聞こえなくなる場合、問題の原因としては、使用している
ヘッドセットが考えられます。PMC で CLI コマンド オプションを使用すると、
一方向オーディオの問題を確認し切り分けることができます。
CLI コマンドを使用する場合は、次の注意事項に注意してください。
•

コマンドの発行対象となる PMC が動作していることを確認してください。
PMC が動作していない場合コマンドは無効となります。

•

コマンドは、PMC クライアント マシンの Windows コマンドラインから発行
してください。コマンドの影響を受けるのはその PMC だけです。
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PMC で CLI コマンドを入力するには、次の手順に従います。
手順
ステップ 1

問題が発生した PMC で、次の手順に従って Windows コマンドラインを開きま
す。
a. Start > Run の順に選択します。
Windows ダイアログボックスが表示されます。
b. Open フィールドに cmd と入力します。
c. Enter キーを押すか、または OK をクリックします。
Windows コマンドライン ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

Windows コマンドライン ウィンドウで、現在のディレクトリを、PMC がインス
トールされているフォルダに変更します。
次の例は、PMC フォルダが表示される可能性のあるディレクトリ構造を示して
います。
C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco IPICS\PMC

ステップ 3

目的の CLI コマンドを入力し、Enter キーを押します。
各 CLI コマンドの説明については、『Cisco IPICS PMC Command Line Interface,
Release 2.1(1)』
の第 2 章「Command Line Interface Commands」を参照してください。

一方向オーディオの問題を解決するための CLI play コマンドの使用方法
一方向オーディオの問題が PMC アプリケーションの問題ではないことを確認す
るには、PMC の Windows コマンドラインから CLI play コマンドを入力します。
play コマンドは、指定された PTT チャネルに wave オーディオ ファイルを出力し
ます。このコマンドは、PMC PTT ボタンをラッチし、指定された wave ファイル
を再生した後、PTT ボタンのラッチを解除します。play コマンドの構文は次のと
おりです。
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PMC.EXE -Play file [-line #]
•

file 引数は、再生する wave ファイルのパスとファイル名を指定します。

•

-line # オプション（# は 1 〜 18 の数字）は、このコマンドを適用する PTT
チャネル回線を指定します（このオプションを省略した場合、コマンドは
チャネル 1 に適用されます）
。

次のコマンドは、play コマンドの例を示しています。
PMC.EXE -Play C:\aud1.wav -line 2
この例では、このコマンドは aud1.wav ファイルを PTT チャネル 2 に対して再生
します。
このコマンドが正常に実行され、PMC からのオーディオが別の PMC で聞こえた
場合は、PMC を一方向オーディオの問題の原因から除外できます。このような
場合は、問題をヘッドセットの障害へと切り分けることができます。その場合
は、ヘッドセットを交換して再度試行します。

（注）

PMC CLI コマンド オプションの使用方法の詳細については、
『Cisco IPICS PMC
Command Line Interface, Release 2.1(1)』を参照してください。

IP アドレス変更の解決
次の項では、PMC クライアント マシンにおける IP アドレス変更の解決について
説明します。次のトピックを扱います。
•

PMC クライアント マシンでの IP アドレスの変更（P.5-15）

•

IP アドレス変更通知（P.5-16）

PMC クライアント マシンでの IP アドレスの変更
PMC クライアント マシンで IP アドレスを変更した場合（たとえば、ネットワー
クを有線から無線に切り替えた場合）
、PMC が開いた状態になっていると、PMC
で一方向オーディオが発生する場合があります。この問題を解決するには、PMC
を終了してから再起動します。
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PMC クライアント マシンで IP アドレスを変更した時点で PMC が開いていなけ
れば、PMC が変更の影響を受けることはありません。PMC を開く前に必ずネッ
トワーク接続を確立し、有効な IP アドレスを持っていることを確認してくださ
い。

IP アドレス変更通知
通常 PMC は、最初のネットワーク接続を選択してサーバと通信します。そのネッ
トワーク接続が使用不能になった場合、PMC は別のネットワーク接続を選択し
て通信します。
PMC がサーバとの通信に使用する送信元 IP アドレスを変更すると、Cisco IPICS
が PMC ユーザに通知を送信します。ただし、複数のネットワーク接続を含む
PMC クライアント マシンでは、この通知が送信されない場合があります。この
ような場合でも、機能への影響はありません。つまり、IP アドレス変更の通知
がユーザに送信されなくても、Cisco IPICS は引き続き正常に動作します。

音声品質の問題のトラブルシューティング
さまざまな要因により、ノイズや音声の歪みなど、音声品質の問題が発生するこ
とがあります。
音 声 品 質 の 問 題 と 症 状 の 詳 細 に つ い て は、次 の URL で『Recognizing and
Categorizing Symptoms of Voice Quality Problems 』のマニュアルを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_white_paper09186a008015
45e4.shtml
このマニュアルでは、音声品質の問題の症状を分類し定義しています。また、サ
ンプルのサウンド録音を使用して特定の問題を識別できるため、トラブルシュー
ティング作業に役立つ場合があります。
また、このマニュアルには TAC Case Collection Tool へのリンクが含まれていま
す。TAC Case Collection Tool は、テクノロジーや製品に関する共通の問題を対話
形式で特定し、トラブルシューティングできるソリューションです。
TAC Case Collection Tool には、次の URL からアクセスできます。
http://www.cisco.com/en/US/customer/support/tsd_tac_case_collection.html
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Windows XP SP2 に関する Unknown Publisher エラーの解決
Internet Explorer（IE）ブラウザを使用して Cisco IPICS サーバから PMC をダウン
ロードする場合、Microsoft Windows XP Service Pack 2（SP2）に実装されたブラ
ウジング セキュリティ拡張の一環として、
「Unknown Publisher」エラーが発生す
ることがあります。
この問題が発生するのは、Windows XP SP2 と共にインストールされた IE バー
ジョンを使用してダウンロードした実行可能ファイルまたはアドイン プログラ
ムのうち、無効な署名を含むものを実行しようとした場合です。
この問題を解決するには、Microsoft が推奨するとおり、パブリッシャのブロッ
クを解除してから、ダウンロードしたファイルを保存または実行します。別の方
法として、PMC クライアント マシンでセキュリティ設定を修正することもでき
ますが、この回避策はお勧めできません。
この問題を解決する方法の詳細については、http://support.microsoft.com/ にある
Microsoft サポート サイトを参照し、文書番号 843022 を検索してください。

Internet Explorer を使用した場合の Cisco IPICS サーバ Administration
Console へのアクセスに関する問題の解決
PMC クライアント マシンのセキュリティを高めるには、
『Windows XP Security
Guide』に記載されている推奨事項を確認し、それに従うことをお勧めします。
このマニュアルを参照するには、http://support.microsoft.com/ にある Microsoft の
サポート サイトにアクセスし、
「Windows XP Security Guide」を検索してくださ
い。
『Windows XP Security Guide』に記載されている推奨事項に従って、アドオン リ
ストで明示的に許可されたアドオンを除くすべてのアドオンを拒否した場合、
Cisco IPICS サーバ Administration Console にアクセスできないという問題が発生
する可能性があります。この問題は、Microsoft Windows XP SP2 を実行する PC
で Internet Explorer を使用していて、アドオン リストで JavaScript GUID を有効に
していない場合に発生します。
この問題を解決し、Internet Explorer から適切な操作を行うことができるようにす
るには、次の JavaScript GUID アドオンを PMC クライアント マシン上で明示的
に有効にします。
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•

GUID: {F414C260-6AC0-11CF-B6D1-00AA00BBBB58} - JavaScript

このアドオンを有効にする方法の詳細については、http://support.microsoft.com/ に
ある Microsoft サポート サイトを参照し、文書番号 555235 を検索してください。

PMC 接続の問題のトラブルシューティング
次のトピックでは、PMC 接続の問題のトラブルシューティングについて説明し
ます。
•

VPN 接続のトラブルシューティング（P.5-18）

•

Windows XP ファイアウォールに対する PMC の使用方法（P.5-22）

•

Microsoft QoS パケット スケジューラに関する問題の解決（P.5-23）

•

マルチキャスト通信の問題のトラブルシューティング（P.5-24）

•

Winsock の破損問題のトラブルシューティング（P.5-26）

•

オフライン モードの問題のトラブルシューティング（P.5-26）

•

RMS に対する PMC 接続の問題のトラブルシューティング（P.5-27）

•

高遅延で低帯域幅のリンクに対する PMC 接続の問題のトラブルシューティ
ング（P.5-28）

VPN 接続のトラブルシューティング
Cisco Systems 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
場合は、PMC リモート接続を有効にするように、統合ステートフル ファイア
ウォール機能が正しく設定されていることを確認する必要があります。この項に
ある次のトピックでは、Cisco Systems VPN Client の概要および PMC クライアン
ト マシンでの正しい設定を確認する方法について説明します。
•

VPN Client ステートフル ファイアウォールについて（P.5-19）

•

PMC クライアント マシンでのステートフル ファイアウォールの有効化と無
効化（P.5-20）

Cisco Systems VPN Client の特定のバージョンに適用される次の注意事項に注意
してください。
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Cisco Systems VPN Client バージョンの相互運用性に関する注意事項
PMC に対して Cisco Systems VPN Client バージョン 3.6.3(x) を使用する場合、VPN
トンネルが確立または切断されると、PMC が IP アドレスおよびルート変更を検
出できなくなる場合があります。この問題が発生するのは、Cisco Systems VPN
Client が IP アドレスおよびルートの変更情報をオペレーティング システムに通
知しない場合です。この問題が発生すると、PMC 上のチャネルがオーディオを
受信できなくなる場合があります。
この問題を解決するには、PMC クライアント マシンで VPN トンネルを確立また
は切断した後で、PMC アプリケーションの Settings > Advanced メニューにアク
セスします。このメニューにアクセスすると、PMC が Cisco Systems VPN Client
を調べ、そのアクティビティおよびトンネルのステータスを判別します。また、
このメニューでは IP アドレスの変更を検出することもできます。Express メ
ニューの詳細については、『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release
2.1(1)』の「Configuring the PMC Application」の項にある「Configuring the Channels
and Advanced Settings」の項を参照してください。
Cisco VPN Client バージョン 4.0x を使用する場合、SIP ベースのリモート接続が
アクティブにならないことがあります。このような場合は、VPN トンネルを確
立した後で、チャネルを非アクティブにしてから再度アクティブにする必要があ
ります。チャネルを非アクティブにするには、Activate ボタンをクリックします。
チャネルを再度アクティブにするには、Activate ボタンを再度クリックします。

VPN Client ステートフル ファイアウォールについて
VPN Client 統合ステートフル ファイアウォールは、スプリット トンネリングが
有効な場合に、IPSec トンネルを介して VPN コンセントレータに接続された VPN
クライアントをインターネット攻撃から保護します。
この「Stateful Firewall (Always On)」機能を有効にすると、VPN 接続が使用され
ているかどうかにかかわらず、すべてのネットワークからの着信セッションが拒
否されるため、セキュリティが強化されます。このファイアウォールは、暗号化
されたトラフィックと暗号化されていないトラフィックの両方に対してアク
ティブになります。ただし、次のプロトコルを使用する場合を除きます。
•

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）
：ステートフル ファイアウォー
ルは着信トラフィックを許可します。これは、DHCP サーバへの要求を送信
するポートと、応答を受信するポートとが異なるためです。
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•

Encapsulating Security Payload（ESP）：ステートフル ファイアウォールはセ
キュア ゲートウェイからのこのトラフィックを許可します。これは、ESP
ルールがパケット フィルタでありセッションに基づかないためです。

例外の詳細については、次の URL で VPN Client のリリース ノートを参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/tsd_products_support_series_
home.html
PMC クライアント マシンでのステートフル ファイアウォールの有効化と無効化
PMC 接続を確立するには、VPN Client Options メニューを調べ、
「Stateful Firewall
(Always On)」機能が無効になっていることを確認します。
（このオプションの横
にあるチェックボックスがオフの場合、オプションは無効になっています）。
「Stateful Firewall (Always On)」オプションは、統合ステートフル ファイアウォー
ルの有効と無効を切り替えます。

（注）

ヒント

PMC クライアント マシンでは、必ず、「Stateful Firewall (Always On)」オプショ
ンを無効にしてください。このオプションが有効になっている場合は、無効にす
る必要があります。有効になっていると、SIP およびマルチキャスト接続が正し
く機能しないことがあります。

「Stateful Firewall (Always On)」機能の影響を受けるのは、インターネット トラ
フィックだけです。この機能を有効にすると、VPN 接続が使用されているかど
うかにかかわらず、すべてのネットワークからの着信セッションが拒否されま
す。このことは、あらゆるオペレーティング システム上の VPN Client に当ては
まります。

ステートフル ファイアウォールの有効と無効を切り替え、この設定を
Cisco Systems VPN Client PMC マシンで管理するには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

VPN Client アイコンをダブルクリックして、アプリケーションを起動します。

ステップ 2

VPN Client メイン ダイアログボックスで、Options ドロップダウン メニュー ボタ
ンをクリックし、
「Stateful Firewall (Always On)」オプションまでスクロール ダウ
ンします。別の方法として、システム トレイ内の lock アイコンを右クリックし、
Stateful Firewall を選択することもできます。

（注）

ステートフル ファイアウォールが有効の場合は、このオプションの横に
チェック マークが表示されています。ステートフル ファイアウォール機
能は、デフォルトで無効になっています。

a. このオプションの横にチェック マークが表示されている場合、オプション
は有効になっています。「Stateful Firewall (Always On)」を クリックして
チェック マークを消去すると、内部のステートフル ファイアウォールが無
効になります。
b. このオプションの横にチェック マークが表示されていない場合、オプショ
ンはすでに無効になっています。アクションを実行する必要はありません。
ステートフル ファイアウォールのステータスを表示するには、VPN 接続中に、
システム トレイ内の lock アイコンを右クリックします。
ステップ 3

VPN Client を終了します。

Cisco Systems VPN Client の詳細については、次の URL で、特定のバージョンに
対応した VPN Client のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/tsd_products_support_series_
home.html
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Windows XP ファイアウォールに対する PMC の使用方法
Microsoft Windows XP オペレーティング システムには、セキュリティ強化の統合
ファイアウォールが搭載されています。Windows XP および Windows XP Service
Pack 1（SP1）には Internet Connection Firewall（ICF; インターネット接続ファイ
アウォール）が搭載されていますが、Windows XP SP2 には、ICF の代わりに
Windows ファイアウォールが搭載されています。
PMC アプリケーションを Windows XP に対して正常に動作させるには、ファイ
アウォール設定を修正して、PMC が要求されたプロトコルを送受信できるよう
にすることが必要になる場合があります。
ファイアウォール設定を修正するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Windows XP PMC クライアント マシンで、Start > Control Panel > Network and
Internet Connections に移動します。
Network and Internet Connections ウィンドウが表示されます。

ステップ 2

Change Windows Firewall settings リンクをクリックします。
Windows Firewall ウィンドウが表示されます。

ステップ 3

Exceptions タブをクリックします。
プログラムとサービスのリストが表示されます。

ステップ 4

PMC をすでにインストールした場合は、Cisco IPICS PMC チェックボックスを
オンにして、このプログラムを Windows ファイアウォールの例外リストに追加
します。次に、ステップ 6 に進みます。

ステップ 5

PMC をまだインストールしていない場合は、PMC をインストールし、起動しま
す。
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PMC のインストールおよび起動方法については、
『Cisco IPICS PMC Installation
and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC Application」の
章にある「Installing the PMC Application」および「Launching the PMC Application」
の項を参照してください。
a. PMC を起動すると、Windows セキュリティの警告が表示され、Windows XP
が PMC をブロックしたことが通知されます。
b. Unblock をクリックして、このプログラムを Windows ファイアウォールの例
外リストに追加します。
ステップ 6

OK をクリックします。
これで、Windows XP で PMC が正常に動作するようになりました。

特定のクライアント マシン設定について支援が必要な場合は、システム管理者
に連絡してください。
Windows XP ファイアウォールの詳細については、http://support.microsoft.com/ に
ある Microsoft サポート サイトを参照してください。

Microsoft QoS パケット スケジューラに関する問題の解決
PMC クライアントが Cisco IPICS サーバに接続できず、ファイアウォールを有効
にしていないにもかかわらずサーバに対して正常に ping を実行できるという状
況が発生した場合、QoS パケット スケジューラが破損している可能性がありま
す。
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
1. PMC アプリケーションを PMC クライアント マシンからアンインストール
します。PMC クライアントのアンインストール方法については、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and
Upgrading the PMC Application」の章にある「Uninstalling the PMC Application」
の項を参照してください。
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2. QoS パケット スケジューラをアンインストールします。QoS パケット スケ
ジューラのアンインストール方法の詳細については、
http://www.microsoft.com に移動し、
「QoS Packet Scheduler」を検索してくだ
さい。
3. PMC アプリケーションを PMC クライアント マシンに再インストールしま
す。PMC アプリケーションのインストール方法については、
『Cisco IPICS
PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and Upgrading the
PMC Application」の章にある「Installing the PMC Application」の項を参照し
てください。

（注）

PMC インストール プロセスで、QoS パケット スケジューラが PMC クラ
イアント マシンにインストールされていることが確認されます。QoS パ
ケット スケジューラがインストールされていないことが PMC インス
トール プロセスによって検出された場合は、QoS パケット スケジューラ
が PMC クライアント マシンに自動的にインストールされます。このイ
ンストールが正常に完了するためには、ローカル管理権限のあるユーザ
ID を使用する必要があります。

4. Windows XP のファイアウォール設定を確認し、必要に応じて、PMC が例外
のリストに表示されるように再設定します。PMC 用に Windows XP のファイ
アウォール設定を変更する方法の詳細については、P.5-22 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。
QoS パケット スケジューラの詳細については、
『Cisco IPICS PMC Installation and
User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC Application」の章
にある「Voice Quality Tips」の項を参照してください。

マルチキャスト通信の問題のトラブルシューティング
Windows XP オペレーティング システムを実行している特定の PMC クライアン
ト マシンでは、オペレーティング システムの問題により、マルチキャスト通信
の送信を実行できない場合があります。このような場合、PMC マルチキャスト
ユーザには一方向オーディオの問題が発生し、他の Cisco IPICS ユーザの音声は
聞こえるものの、こちらの音声が相手に伝わらないという状況になることがあり
ます。
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ヒント

この特定の問題を確実に識別するには、ヘッドセットおよび Windows オペレー
ティング システムにおいて、マイクロフォン ミュート オプションが無効になっ
ていることを確認してください。PMC に対するマイクロフォンの使用方法の詳
細 に つ い て は、『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の
「Installing and Upgrading the PMC Application」の章にある「Using the Microphone
with the PMC」の項を参照してください。

マルチキャスト通信に関するこの問題の原因としては、オペレーティング シス
テムのネットワーク コンポーネントがマルチキャスト トラフィックを伝送でき
なくなっていることが考えられます。この問題が発生した Cisco IPICS PMC ユー
ザは、ロケーション選択ダイアログボックスから remote ロケーションを選択し、
ユニキャスト接続を介して Cisco IPICS に接続する必要があります（remote ロ
ケーションを選択すると、Cisco IPICS は PMC のすべてのチャネルに対して SIP
ベースの接続を使用します）
。
この問題を確実に識別するには、次に示すように、ネットワーク パケット スニ
ファを使用します。
1. 当該の PMC クライアント マシンでスニファを実行し、発信マルチキャスト
UDP パケットをフィルタリングします。
2. 次に、PMC アプリケーションを起動し、いずれかのチャネルの PTT チャネ
ル ボタンをクリックして、マイクロフォンまたはヘッドセットに向かって
話します（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）。
3. スニファを観察します。PMC クライアント マシンからマルチキャスト UDP
パケットが送信されないことを確認します。
この問題を完全に解決するには、PMC クライアント マシン上で Windows XP オ
ペレーティング システムを新規にインストールする必要があります。
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Winsock の破損問題のトラブルシューティング
IP トラフィックの送受信不可などの接続の問題が発生した場合や、PMC クライ
アント マシンで IP アドレスの解放および更新時にエラーが表示された場合は、
Windows Winsock レジストリ キーの損傷または破損に関する問題が発生してい
る可能性があります。
Winsock レジストリが損傷または破損すると、PMC クライアント マシンが不意
にロックアップし、追加の入力を一切受け付けなくなることがあります。
この問題を完全に解決するには、Windows のインストール環境で誤動作している
ネットワーク コンポーネントを修正する必要があります。誤動作しているネッ
トワーク コンポーネントを修正するには、次のいずれかのタスクを実行します。
•

Windows TCP/IP スタックを削除して再インストールする

•

Winsock の破損を修正するコマンドを発行する
（このコマンドは Windows XP
システムに限り適用されます）

•

Windows オペレーティング システムを新規にインストールする

詳細については、http://support.microsoft.com にある Microsoft サポート サイトに
アクセスし、サポート技術情報 811259「Winsock2 の破損を確認して回復する方
法」を検索してください。この記事では、Winsock の破損問題の症状と原因、お
よびこの問題を解決するための手順が説明されています。
Winsock レジストリ キーの問題を特定してアプリケーションの問題を回避する
には、クライアント マシンに PMC アプリケーションをインストールする前に、
Windows Winsock ライブラリが破損していないことを確認してください。

オフライン モードの問題のトラブルシューティング
Cisco IPICS では、サーバへの接続が中断した場合に PMC をオフライン モードで
動作させることができるため、サーバがダウンしている間も通信を続行できま
す。
PMC がオフライン モードに入る状況としては、PMC がサーバと通信できない場
合、ネットワーキングの問題によって PMC クライアント マシンからサーバへの
ルーティングが行われない場合、および IE ブラウザ設定によって PC がオフラ
イン モードで動作するようになっている場合などが考えられます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

5-26

OL-12986-01-J

第5章

PMC アプリケーションの トラブルシューティングに関するヒント
PMC アプリケーションの問題のトラブルシューティング

PMC とサーバ間の対話に基づいてオフライン モードに入る状況の詳細について
は、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC
Application」の章にある「PMC Offline Mode Caveats」の項を参照してください。
サーバへの接続がオンラインのときに、PMC がオフラインになっていることを
示すメッセージを Cisco IPICS が返した場合は、IE ブラウザがオフライン モード
で動作していないことを確認します。この設定を確認するには、IE ブラウザの
ウィンドウで File を選択します。Work Offline オプションまでスクロール ダウン
し、このオプションの横にチェック マークが表示されていないことを確認しま
す（このオプションの横にチェック マークが表示されていない場合、オプショ
ンは無効になっています）
。
このオプションの横にチェック マークが表示されている場合は、Work Offline を
クリックして、チェック マークを消去し、オフライン モードを無効にします。

（注）

PMC クライアント マシンでは、必ず、IE ブラウザ設定の「Work Offline」オプ
ションを無効にしてください。このオプションが有効になっている場合は、無効
にする必要があります。有効になっていると、サーバに接続できない場合があり
ます。

RMS に対する PMC 接続の問題のトラブルシューティング
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、
Cisco IPICS サーバで設定されている、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）
。
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。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 ペインで SIP Proxy フィールドまでスク
ロールし、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（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）。
PMC クライアントのコマンドライン インターフェイスで、次のコマンドを入力
してこの IP アドレスを ping し、接続性を確認します。
C:\>ping <SIP Proxy IP address>
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SIP Proxy IP address は RMS コンポーネントを表します。

（注）

SIP ベースのリモート接続を可能にするには、PMC が RMS への接続を確立でき
る必要があります。PMC が RMS に接続できることを確認するには、この IP ア
ドレスを ping して正常に応答が返されることを確認します。PMC が RMS に接
続できない場合、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。

高遅延で低帯域幅のリンクに対する PMC 接続の問題のトラブルシューティング
高遅延で低帯域幅のリンク、またはどちらかの特性のリンクを介して接続されて
いる PMC に最初にログインすると（衛星接続を使用する場合など）
、チャネルが
無効になっていることを示すエラー メッセージが表示されます。このエラーが
発生するのは、このタイプのリンクを介して接続する際に遅延時間が発生するた
めです。このエラーから回復するには、OK をクリックします。
Cisco IPICS サーバが、1 つ以上のリソースからの応答を待っている間にタイムア
ウトした場合、そのサーバは PMC に送信する情報を完全には収集していません。
この場合（約 1 分後に）、サーバは PMC に不完全なチャネル リストを送信し、引
き続き応答を待ちます。
サーバは、操作が完了するまで、タイムアウト間隔内に応答しない各チャネルを
「unavailable」としてマーキングしたままにします。この状況になると、PMC は
「RMS resources may not be available」というメッセージを表示します。
この問題を解決するためにアクションを実行する必要はありません。サーバがタ
スクを完了すると、PMC にチャネルが表示されます。

（注）

サーバがタスクを完了するまでの時間は、ネットワークの遅延時間によって異な
ることに注意してください。
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高遅延で低帯域幅のリンク、またはどちらかの特性のリンク用に PMC を設定す
る方法については、『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』
の「Configuring the PMC Application」の章にある「Configuring the Channels Menu
Options」の項を参照してください。

名前解決の障害の解決
Cisco IPICS では IP 名前解決が必要です。Domain Name Service（DNS; ドメイン
ネーム サービス）の IP 設定が誤っていると、サービスが停止する場合がありま
す。
名前解決の障害を解決するには、システム管理者に連絡して、ネットワーク全体
の IP 名前解決を確認します。ネットワーク全体には、ローカル デバイスの IP 設
定、ネットワークベースの名前解決システム（DNS など）、および DHCP システ
ムも含まれます。

チャネルのアクティブ化に関する問題の識別
PMC の Activate ボタンをクリックすると、システムがアクティブ化中の状態に
なります。つまり、Activate ボタンが強調表示され、システムが Cisco IPICS サー
バへの接続を試行します。
•

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 が回線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。

接続が確立すると、PTT チャネル ボタンを含む残りの PMC ボタンが強調表示さ
れ、ボタンがアクティブ状態になっていることが示されます。
•

チャネル上の伝送機能がサーバによって無効にされた場合や、チャネルが
サーバによってリッスン専用チャネルとして設定された場合、チャネルは選
択不可になります。チャネルがサーバによって無効にされた場合は、ボタン
がすべて表示されないため、チャネルをアクティブにすることはできませ
ん。

残りの PMC ボタンがアクティブにならない場合、および SIP ベースの接続を使
用している場合は、次の状況になっている可能性があります。
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
OL-12986-01-J

5-29

第5章
PMC アプリケーションの トラブルシューティングに関するヒント
PMC アプリケーションの問題のトラブルシューティング

（注）

•

ネットワーク接続の問題により、RMS に接続できなくなっている。

•

RMS がオフラインまたは無効な状態になっている。

•

サーバで RMS が誤って設定されている。

•

ダイヤルピアが設定されていないか、RMS においてダイヤルピアと音声
ポートの両方または一方が誤って設定されている。

•

サーバが設定されてから RMS ダイヤルピアが作成されるまでの遅延によ
り、RMS でダイヤルピアがまだ作成されていない。この場合は、数分待っ
てから PMC を再起動して再度試行する必要があります。

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
形の警告インジケータを表示します。このインジケータは、リモート エンド
（PMC、RMS、またはサーバ）に関する問題が存在すること、およびトラフィッ
クを送受信できない可能性があることを示します。この状況の原因としては、
ネットワークが中断したことや、リモート エンドでリセットおよび再起動アク
ティビティが実行されたことが考えられます。中断している間も、PMC は継続
的にリモート エンドへの接続を試行します。正常動作に戻ると、PMC は警告イ
ンジケータを消去します。

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。

コーデックのミスマッチに関する問題の解決
RMS LMR ゲートウェイにおいてプロトコル タイプまたはコーデック タイプが
誤って設定されている場合、PMC では、このコーデックのミスマッチ（たとえ
ば、G.729 と G.711 の違い）を検出して、システム リソースと PMC 機能を維持
することができます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

5-30

OL-12986-01-J

第5章

PMC アプリケーションの トラブルシューティングに関するヒント
PMC アプリケーションの問題のトラブルシューティング

Cisco IPICS がサポートする特定のコーデック タイプ（つまり、G.729 または
G.711）が誤って設定されている場合、PMC は、そのコーデック タイプのさまざ
まなバージョンを処理できるようにコーデック デコーディングを適合させま
す。たとえば、PMC は、G.711 のさまざまなバージョン（G.711 ulaw や G.711
alaw など）に適合し、どのバージョンでも自動的にデコードして機能を維持す
ることができます。
誤ったまたはサポートされていないコーデック タイプの設定により、コーデッ
ク タイプのミスマッチが発生した場合、PMC は、誤ったまたはサポートされて
いない符号化サンプルをデコードできないためサンプルをドロップします。この
ような場合、PMC ユーザにはオーディオが聞こえません。
Cisco IPICS がサポートするコーデックの詳細については、『Cisco IPICS PMC
Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Understanding PMC Interactions and
Supported Features」の章にある「Codec Support」の項を参照してください。

右から左方向に書く言語とダブル バイト言語のサポート

（注）

このバージョンの Cisco IPICS は、ローカリゼーションをサポートしていません
が、サーバに特定の Right-to-Left（RTL; 右から左方向に書く）言語とダブル バ
イト（文字ベースの）言語で設定されているチャネル名および VTG 名を PMC で
表示するためのサポートを提供します。このサポートにより、Cisco IPICS サー
バで、アラビア語とヘブライ語（RTL 言語）および中国語と日本語（ダブル バ
イト言語）で名前と説明を入力することが可能になります。

Windows XP で RTL 言語またはダブル バイト言語を使用するには、使用する特
定の言語のサポートを有効にするようにオペレーティング システムを設定する
必要があります。

（注）

RTL のサポートを有効にしないでアラビア語またはヘブライ語を使用すると、テ
キストが逆方向に表示されます。
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手順
Cisco IPICS 用にアラビア語とヘブライ語の RTL サポートを有効にする場合、お
よびダブル バイト言語のサポートを有効にする場合は、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

Start > Control Panel > Regional and Language Options に移動します。
Regional and Language Options ダイアログボックスが表示されます。このダイア
ログボックスでは、システムにおける地域と言語の設定のオプションを指定でき
ます。

ステップ 2

Languages タブをクリックします。
•

補足言語のサポートを追加するには、Supplemental Language Support 領域の
Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai)
チェックボックスをオンにします。

•

中国語と日本語のサポートを追加するには、Install Files for East Asian
languages チェックボックスをオンにします。
ポップアップ メッセージが表示され、補足言語のインストールには所定の
空きディスク領域が必要になることが示されます。

ステップ 3

OK をクリックして確定します。

ステップ 4

Regional and Language Options ダイアログボックスで、Apply をクリックしてか
ら、OK をクリックします。

ステップ 5

メッセージが表示されたら、変更を有効にするために PMC クライアント マシン
を再起動します。

（注）

PMC クライアント マシンを再起動すると、選択した言語がオペレーティ
ング システムで有効になります。
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ステップ 6

言語ファイルがインストールされたら、上記の Regional and Language Options に
移動し、Text Services and Input Languages ペインの Details ボタンをクリックしま
す。

ステップ 7

Installed Services ペインで、Add をクリックします。
Add Input Language ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8

Input Language ドロップダウン リスト ボックスで、入力言語をサポート言語の中
から 1 つ選択して強調表示します。次に、OK をクリックします。

ステップ 9

Keyboard Layout / IME チェックボックスをオンにします。次に、ドロップダウ
ン リスト ボックスから、使用するキーボード レイアウトを選択します。

ステップ 10 OK をクリックします。
Text Services and Input Languages ダイアログボックスの Installed Services ペイン
に、選択内容が表示されます。
ステップ 11 Apply をクリックしてから、OK をクリックします。
ステップ 12 追加するサポート言語ごとに、この手順を繰り返します。

PMC アプリケーションに関する注意事項
次の注意事項は、PMC アプリケーションに適用されます。
•

PMC アプリケーションのインスタンスは 1 つだけ開くことができます。ま
た、各 PMC が特定の PC で 1 回にサポートするユーザ ID のログインは 1 つ
だけです。

•

1 人の PMC エンド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。
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•

PMC ライセンスの要件に基づき、有効な Cisco IPICS ユーザであれば何人で
も同一の 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。

•

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。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
バが存在するときは、別のサーバにログインできます。代替サーバへの接続
方 法 の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide,
Release 2.1(1)』の「Recovering the PMC Application」の章にある「Support for
Cisco IPICS Recovery」の項を参照してください。

•

PMC の使用方法については、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide,
Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application」の 章 に あ る「PMC Usage
Guidelines」の項を参照してください。

•

オフライン モードでの PMC の使用方法については、
『Cisco IPICS PMC
Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application」の
章にある「PMC Offline Mode Caveats」の項を参照してください。

•

PMC スキンの注意事項については、
『Cisco IPICS PMC Installation and User
Guide, Release 2.1(1)』の「Configuring the PMC Application」の章にある「Skin
Caveats」の項を参照してください。

•

PMC クライアント マシンでドッキング ステーションを使用している場合、
PC をドッキング解除する場合は、事前に PMC アプリケーションを終了して
ください。終了しないと、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。
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PMC のエラー状態の分析
この項では、PMC 使用時に発生する可能性のあるエラーを識別し解決する方法
について説明します。
状況によっては、PMC がエラー メッセージを表示する場合があります。一方で、
オーディオ品質の問題など、問題によってはメッセージが表示されない場合もあ
ります。
表 5-1 に、このようなエラー状態と音声品質の問題、およびそれらの解決方法を
説明します。
表 5-1

PMC のエラー状態

問題

解決策

サーバに接続できません。または、サー
バには接続できないが、
Internet Explorer を使用すれば接続でき
ることを示すエラー メッセージが表示
されることがあります。

この問題の原因としては、pmc.ini ファイル内の無効なエン
トリが考えられます。このファイルを調べるには、次の手順
を実行します。
1. C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco IPICS\PMC に移
動します。
2. pmc.ini ファイルを検索します。
3. pmc.ini を右クリックし、Open With をクリックします。
4. Notepad をクリックしてから、OK をクリックします。
5. こ の フ ァ イ ル 内 の、server_host、server_port、お よ び
server_port_ssl フィールドを除くすべてのエントリを削
除します。
6. これらのフィールド内の設定値が正しいことを確認し
ます。

（注）

これらの設定値が不明な場合や、値が正しいにもか
かわらず接続できない場合は、システム管理者に連
絡してください。
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表 5-1

問題

PMC のエラー状態（続き）

解決策

他のユーザの音声は聞こえますが、こ オーディオ設定を調べ、マイクロフォンがミュートに設定さ
ちらの音声が相手に伝わりません。
れていないことを確認します。オーディオ設定の詳細につい
て は、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release
2.1(1)』の「Installing and Upgrading the PMC Application」の章
にある「Configuring the Audio Settings」の項を参照してくだ
さい。

（注）

Plantronics DSP などのハードウェア DSP ヘッドフォ
ンを使用している場合は、外部マイクロフォンの
ミュート ボタンを「on」の位置に切り替えていない
ことを確認します。

サーバから PMC アプリケーションを この問題が発生するのは、サーバで pmcsetup.exe ファイルが
ダウンロードしようとすると、PMC は 誤って修正、移動、改名、または削除された場合です。シス
現在ダウンロードできないことを示す テム管理者に連絡してください。
エラー メッセージが表示されることが
あります。
会話中に発言すると、他のユーザから、 VAD が有効になっている場合は、Channels メニューでその
音声が途切れることがあると言われま 設定を無効にします。VAD の詳細については、
『Cisco IPICS
す。
PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の
「Configuring
the PMC Application」の章にある「Configuring the Channels and
Advanced Settings」の項を参照してください。
それでも音声が途切れる場合は、クライアント マシンの
CPU アクティビティを調べます。同時に動作している他のプ
ログラムによって CPU が過負荷になると、PMC の正常動作
に必要な CPU サイクルが不足することがあります。CPU 使
用 率 を 調 べ る に は、Windows タ ス ク マ ネ ー ジ ャ を 開 き、
Performance タブをクリックします。
CPU 使用率が高いと思われる場合は、Applications タブをク
リックして動作中のアプリケーションを調べます。次に、開
いておく必要のないプログラムがあればすべて終了します。
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表 5-1

PMC のエラー状態（続き）

問題

解決策

発言すると、他のユーザから音声が小 マイクロフォンが口元から 5 〜 15 cm の位置にあることを確
さいと言われます。
認します。必要であれば、マイクロフォンを最適な位置に移
動します。
マイクロフォンのゲイン設定が低すぎると、VAD が妨げと
なって出力が抑制されることがあります。この結果、音声が
途切れることがあります。
オーディオ設定を調べ、音量設定が低すぎないことを確認し
ます。音量設定が低すぎる場合は、ボリューム コントロー
ルのバーを上方向にスライドしてマイクロフォンの入力ゲ
インを増やし音量を上げます。
発言すると、他のユーザから、ハム音 発言するときにハム音のようなノイズが連続的または断続
のようなノイズが連続的または断続的 的に発生する原因としては、ヘッドセットのハードウェア障
に聞こえると言われます。
害が考えられます。このような場合は、オーディオ品質の問
題の原因を切り分けるために、障害のあるヘッドセットを新
しい高品質のヘッドセットと交換することをお勧めします。
音声品質の詳細については、『Cisco IPICS PMC Installation
and User Guide, Release 2.1(1)』の「Installing and Upgrading the
PMC Application」の章にある「Voice Quality Tips」の項を参
照してください。
PMC にログインしようとすると、
このエラーが表示されるのは、指定のユーザ名に対して入力
「invalid user or password」というエラー さ れ た パ ス ワ ー ド が 誤 っ て い る か、ま た は ユ ー ザ 名 が
メッセージが表示されます。
Cisco IPICS サーバに存在しない場合です。
この状況に対処するには、正しいユーザ名とパスワードの組
み合せを使用して PMC にログインします。このアクション
で問題が解決されない場合は、システム管理者に連絡し、特
定のユーザに対応する新しいユーザ アカウントをサーバに
追加するように依頼してください。
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表 5-1

PMC のエラー状態（続き）

問題

解決策

新規インストールの完了後に PMC を
起動すると、PMC にエラー メッセージ
が表示され、PMC が Cisco IPICS サー
バに登録できないため、ネットワーク
接続を確認するように通知されます。

サーバへの初回接続時に、PMC は Cisco IPICS サーバに登録
して一意の PMC ID を取得できる必要があります。
このエラー メッセージが表示されるのは、PMC が接続しよ
うとしたサーバがオフラインになっていたために、PMC ID
がまだ割り当てられていない場合です。このエラー ダイア
ログボックスが表示された場合は、OK をクリックして終了
し、PMC を再起動してから再試行します。
それでもこのエラー メッセージが表示される場合は、シス
テム管理者に連絡してください。

PMC にセキュリティ警告ダイアログ PMC は、セキュアな通信のために Cisco IPICS サーバ証明書
ボックスが表示され、サーバ証明書を を自動的に承認するように設計されています。ただし、この
承認するように求められます。
機能は環境によっては動作しない場合があります。この機能
が正常に動作しない場合、PMC はセキュリティ警告ダイア
ログボックスを表示し、そのページでサーバ認証を含むセ
キュアな接続が必要となることを通知します。続行するに
は、サーバ証明書を承認する必要があります。
このダイアログボックスは、当該の PMC クライアント マシ
ンで PMC を実行するたびに（通常はログイン時）PMC セッ
ションごとに 1 回表示されます。このダイアログボックスが
表示された場合は、Yes をクリックして PMC を実行する必
要があります。No をクリックすると、PMC は終了します。
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表 5-1

PMC のエラー状態（続き）

問題

解決策

PMC を起動しようとしましたが、PMC
がメディア デバイスにアクセスできな
いため、エラー メッセージが表示され
ます。

使用するオペレーティング システムに依存しますが、PMC
アプリケーションを他の音声アプリケーションと共存させ
ることができます。Windows XP では、複数のアプリケーショ
ンを同時に実行し、同時にマイクロフォンを開いて使用する
ことができます。ただし、他のオペレーティング システム
では、この同じ機能はサポートされません。
このエラーが発生するのは、PMC クライアント マシン上で、
別の音声アプリケーション（Microsoft NetMeeting 会議ソフト
ウェアなど）を実行しているときに PMC アプリケーション
を 開 こ う と し た 場 合 で す。こ の 問 題 を 解 決 す る に は、
NetMeeting を終了してから PMC を起動します。PMC の終了
後、NetMeeting を再起動します。

関連トピック
PMC アプリケーションのトラブルシューティングに関連するその他のトピック
を見つけるには、『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の
次の項を参照してください。
• 「Installing and Upgrading the PMC Application」の章にある「Configuring the
Audio Settings」の項
• 「Configuring the PMC Application」の章にある「Skin Caveats」の項
• 「Configuring the PMC Application」の章にある「Configuring the Channels and
Advanced Settings」の項
• 「Configuring the PMC Application」の章にある「Using the Optional Settings
Menu」の項
その他の情報
•

Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)

•

Cisco IPICS PMC Command Line Interface, Release 2.1(1)

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
OL-12986-01-J

5-39

第5章

PMC アプリケーションの トラブルシューティングに関するヒント

PMC のエラー状態の分析

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

5-40

OL-12986-01-J

CHAPTER

6

Cisco IPICS の CLI ツールおよび
サービス コマンドの使用方法
この章では、Cisco IPICS で使用できるコマンドライン インターフェイス（CLI）
ツールとサービス コマンドについて説明します。CLI ツールはシステムの問題を
修正するときに使用し、サービス コマンドは Cisco IPICS ネットワーク プロセス
を起動、停止、再起動するときに使用します。
この章は、次の項で構成されています。
•

CLI ベースのツールの概要（P.6-2）

•

CLI ベースのツールの使用方法（P.6-3）

•

サービス コマンドを使用した Cisco IPICS ネットワーク プロセスの設定と確
認（P.6-11）
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CLI ベースのツールの概要
Cisco IPICS にバンドルされている CLI ベースのツールを使用すると、サーバの
IP アドレスの変更、ユーザのサブセットに対するパスワード リセットの実行、
およびロックされたユーザの有効化といった機能の処理を簡素化できます。
表 6-1 に、Cisco IPICS の CLI ベースのツールを示します。
表 6-1

Cisco IPICS の CLI ベースのツール

ツール名

説明

enableuser

このツールは、無効になったユーザの有効化、またはロックされたユーザのロッ
ク解除を行います。enableuser ツールについては、P.6-3 の「enableuser ツール
を使用したロック済みユーザのロック解除または無効なユーザの有効化」を参
照してください。

modify_ip

このツールは、サーバの IP アドレスを変更します。サーバの IP アドレスを変
更するときは、必ず modify_ip ツールを使用することをお勧めします。このツー
ルを使用しないでサーバの IP アドレスを変更すると、/etc/hosts ファイルが新し
い IP アドレスで更新されない場合があります。その結果、ライセンスや接続の
問 題 が 発 生 す る 場 合 が あ り ま す。modify_ip ツ ー ル に つ い て は、P.6-4 の
「modify_ip ツールを使用したサーバの IP アドレスの変更」を参照してくださ
い。

ntpsetup

このツールでは、サーバの NTP の設定、ntpd サービスと broadcastclient オプショ
ンの両方の有効化 / 無効化、NTP ステータスの確認、および /var/log/ntpsetup.log
ファイルに記録された情報を表示することによる NTP アクティビティの確認
を行うことができます。ntpsetup ツールについては、P.6-7 の「ntpsetup ツール
での Cisco IPICS サーバの NTP の設定」を参照してください。

reset_pw

このツールは、IPICS パスワードのリセット、ipicsadmin パスワードと informix
パスワードの作成、およびルート パスワードの変更を行います。reset_pw ツー
ルについては、P.6-8 の「reset_pw ツールを使用したパスワードのリセット、変
更、または作成」を参照してください。
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CLI ベースのツールの使用方法
この項では、CLI ベースのツールの使用方法について説明します。次のトピック
を扱います。
•

enableuser ツールを使用したロック済みユーザのロック解除または無効な
ユーザの有効化（P.6-3）

•

modify_ip ツールを使用したサーバの IP アドレスの変更（P.6-4）

•

ntpsetup ツールでの Cisco IPICS サーバの NTP の設定（P.6-7）

•

reset_pw ツールを使用したパスワードのリセット、変更、または作成（P.6-8）

enableuser ツールを使用したロック済みユーザのロック解除または無効
なユーザの有効化
ユーザは、次の理由によりロックされた、または無効になった可能性があります。
•

無効なログインの試行回数が最大試行回数を超えたため、Cisco IPICS がユー
ザを自動的にロックした。詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」
の章を参照してください。

•

Operator 特権または All 特権を持つユーザが、ユーザを手動でロックした、
または無効にした。ユーザのロックアウトまたは無効化の詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco
IPICS Operator Tasks」の章を参照してください。

ユーザが無効になった場合、Cisco IPICS は、すべてのエンドポイント デバイス
がシステムにログインできないようにします。PMC、ダイヤルイン、および
Administration Console など、既存のログイン セッションはすべて自動的に終了し
ます。
ユーザがロックされた場合、Cisco IPICS は、新しいログインをすべて禁止しま
す。ただし、既存のログインは、ユーザがシステムからログアウトするまで引き
続き動作します。
ユーザのロックを解除する、または有効にするには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

informix ユーザとしてログインするには、次のコマンドを入力します。
[root]# su - informix

ステップ 3

ユーザのロック解除する、または有効にするには、次のコマンドを入力します。
[informix]# enableuser <user-id>
表示の意味は次のとおりです。
<user-id> は、ロックを解除する、または有効にするユーザ ID を表します。

（注）

ユーザ ID はすべて小文字で入力してください。

modify_ip ツールを使用したサーバの IP アドレスの変更
サーバの IP アドレスを変更するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

サーバの IP アドレスを変更するには、次のコマンドを入力します。
[root]# modify_ip
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次のテキストが表示されます。
Use this tool to faciliate changing the Cisco IPICS server network
settings, such as IP address or host name.
To change the current settings, enter the new values below. To accept
the existing values without making any changes, press Enter.
ip address for interface eth0[x.x.x.x]:

ステップ 3

サーバの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

（注）

このフィールドまたは以降の手順に記載されたフィールドに既存の値が
割り当てられている場合は、角カッコの中に現在の値が表示されます。
既存の値を保持するには、Enter キーを押します。

次のテキストが表示されます。
Subnet mask for interface eth0[]:

ステップ 4

IP アドレスのサブネット マスクを入力し、Enter キーを押します。

ステップ 5

次のテキストが表示されます。
default gateway[]:

ステップ 6

ネットワークのデフォルト ゲートウェイを入力し、Enter キーを押します。
ネットワーク接続を確保するために設定するその他のフィールドが表示されま
す。

ステップ 7

表示されたコマンドラインで、ホスト名、ドメイン名、プライマリ DNS サーバ、
および（オプションの）セカンダリ DNS サーバを入力します。各エントリの最
後に Enter キーを押します。
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（注）

ホスト名を使用して Cisco IPICS にアクセスする場合は、DNS サーバも
確実に更新してください。

次のテキストが表示されます。
Enter Y to confirm the new settings[No]:

ステップ 8

Y キーを押します。次に、Enter キーを押してエントリを確定します。

（注）

No を押すか、またはテキストを入力しないで Enter キーを押すと、設定
手順のステップ 3 に戻ります。

次のテキストが表示されます。
The tool is now ready to modify your system configuration.
After changing the configuration files, the tool will initiate a
system shutdown and restart the server.
If you are using a network connection, your session will be
interrupted and you will need to
reconnect by using the new settings:
IP Address: 10.1.1.1
Hostname: myhostname
Enter Y to proceed with these values or N to cancel[N]:

ステップ 9

Y を入力します。次に、Enter キーを押して選択を確定し、サーバをリブートし
ます。
サーバがリブートすると、ログイン画面に戻ります。
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ntpsetup ツールでの Cisco IPICS サーバの NTP の設定
この項では、サーバの NTP を設定する方法について説明し、P.6-8 の「ntpsetup
コマンドの例」に例を示します。
サーバの NTP を設定するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

ルートから、次のコマンドを入力します。
[root]# ntpsetup {[<ntpserver1> [... | <ntpservernn>]] [-b [enable | disable]]
[-s [enable | disable]] [ -c ] [ -h ]}
表示の意味は次のとおりです。
<ntpserver1> 〜 <ntpservernn> は、1 台以上の NTP サーバの IP アドレスまたは
DNS 名を表します。NTP が有効の場合、Cisco IPICS は最初にリストされている
NTP サーバの使用を試みます。その NTP サーバから Cisco IPICS が NTP ブロー
ドキャスト パケットを受信しなかった場合、Cisco IPICS は次にリストされてい
るサーバの使用を試みます。この試行は、有効な NTP サーバが見つかるまで続
けられます。
-b は、ブロードキャスト オプションを有効または無効にします。ブロードキャ
スト オプションが有効の場合、ブロードキャスト ドメイン内の他のデバイスが
Cisco IPICS サーバを NTP サーバとして使用できます。
-s は、NTP を有効または無効にします。NTP を有効にする場合は、少なくとも 1
台の NTP サーバを設定する必要があります。
-c は、サーバの現在の NTP ステータスを表示します。
-h は、このコマンドのヘルプ画面を表示します。
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（注）

既存の NTP サーバを削除するには、ntpsetup コマンドを入力して、保持
するサーバを指定し、削除するサーバを除外します。NTP サーバの追加
または削除の例については、P.6-8 の「ntpsetup コマンドの例」を参照し
てください。

ntpsetup コマンドの例
次の例は、ntpsetup コマンドの使用方法を示しています。
•

次のコマンドは、NTP を有効にして、ntp1.server.org をデフォルトの NTP サー
バとして指定し、10.10.10.1 と ntp2.server.org をバックアップ NTP サーバと
して指定します。
[root]# ntpsetup -s enable ntp1.server.org 10.10.10.1
ntp2.server.org

•

次のコマンドは、デフォルトの NTP サーバである ntp1.server.org を削除し、
10.10.10.1 をデフォルトの NTP サーバとして指定し、ntp2.server.org をバック
アップ NTP サーバとして保持します。
[root]# ntpsetup 10.10.10.1 ntp2.server.org

•

次のコマンドは、ntp3.server.org をバックアップ NTP サーバとして追加しま
す。
[root]# ntpsetup 10.10.10.1 ntp2.server.org ntp3.server.org

•

次のコマンドは、Cisco IPICS サーバがブロードキャスト ドメイン内の他の
デバイスの NTP サーバとして使用されることを許可します。
[root]# ntpsetup -b enable

reset_pw ツールを使用したパスワードのリセット、変更、または作成
IPICS パスワードをリセットする場合、ipicsadmin または informix パスワードを
作成する場合、またはルート パスワードを変更する場合は、次の手順を実行し
ます。
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ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

パスワードをリセット、変更、または作成するには、次のコマンドを入力します。
[root]# reset_pw
次のテキストが表示されます。
Select the user name for password reset:
1)
2)
3)
4)
5)

ステップ 3

ipics
ipicsadmin
informix
root
quit

パスワードをリセット、作成、または変更するには、次のいずれかのアクション
を実行します。
•

IPICS ユーザのパスワードをリセットするには、1 を入力します。

•

ipicsadmin ユーザのパスワードを作成するには、2 を入力します。

•

informix ユーザのパスワードを作成するには、3 を入力します。

•

ルート ユーザのパスワードを変更するには、4 を入力します。

ユーザの新しいパスワードを入力するように求められます。
ステップ 4

ユーザの新しいパスワードを入力し、Enter キーを押します。

（注）

セキュリティ性の高いパスワードにするために、次の要素を含む 8 文字
以上のパスワードを作成する必要があります。

− 1 文字以上の英小文字
− 1 文字以上の英大文字
− 1 文字以上の数字
− 1 文字以上の特殊文字（次のいずれか）
@[]^_`!"#$%&'()*+,-./:;{<|=}>~?
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新しいパスワードを再度入力するように求められます。
ステップ 5

ipicsadmin または informix ユーザの新しいパスワードを再度入力し、Enter キー
を押します。
Cisco IPICS は、ipicsadmin または informix ユーザのパスワードを変更します。新
しいパスワードをテストするには、ipicsadmin または informix ユーザ ID を使用
してサーバにログインします。

ipicsadmin および informix ユーザの詳細については、
このマニュアルの「Glossary」
の章を参照してください。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

6-10

OL-12986-01-J

第6章

Cisco IPICS の CLI ツールおよびサービス コマンドの使用方法
サービス コマンドを使用した Cisco IPICS ネットワーク プロセスの設定と確認

サービス コマンドを使用した Cisco IPICS ネットワーク
プロセスの設定と確認
サービス コマンドは、Tomcat サービスやライセンス マネージャなどのネット
ワーク プロセスを起動、停止、または再起動するときに使用します。また、サー
ビス コマンドを使用して、ネットワーク プロセスのステータスを確認すること
もできます。
ネットワーク プロセスの詳細と、この項に記載されているコマンドの詳細につ
いては、P.2-1 の「Cisco IPICS ネットワーク プロセスのトラブルシューティング」
を参照してください。
表 6-2 に、Cisco IPICS で使用するサービス コマンドを示します。
表 6-2

Cisco IPICS の CLI ベースのツール

ツール名

説明

service ciscosec {start | stop}

このコマンドは、Cisco Security Agent（CSA）を起動および停止しま
す。CSA の起動および停止方法の詳細については、P.2-20 の「CSA
の手順の実行」を参照してください。

service ipics {start | stop |
restart | status}

service ipics_db {start | stop |
restart | status}

こ の コ マ ン ド を 使 用 す る と、Cisco IPICS ポ リ シ ー エ ン ジ ン と
Tomcat サービスの起動、停止、再起動、およびステータスの確認を
行 う こ と が で き ま す。ポ リ シ ー エ ン ジ ン の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Using the
Cisco IPICS Policy Engine」の章を参照してください。
このコマンドを使用すると、データベース サーバの起動、停止、再
起動、およびステータスの確認を行うことができます。データベー
ス サ ー バ の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Database Backup and
Restore Operations」の 章 に あ る「Understanding the Cisco IPICS
Databases」の項を参照してください。
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表 6-2

Cisco IPICS の CLI ベースのツール（続き）

ツール名

説明

service ipics_lm {start | stop |
restart | status}

このコマンドを使用すると、ライセンス マネージャの起動、停止、
再起動、およびステータスの確認を行うことができます。ライセン
スおよびライセンス マネージャの詳細については、『Cisco IPICS
Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS
System Administrator Tasks」の章にある「Managing Licenses」の項を
参照してください。

service ipics_tomcat {start | stop | このコマンドを使用すると、Tomcat サービスの開始、停止、再起
restart | status}
動、およびステータスの確認を行うことができます。Tomcat サービ
スは、Cisco IPICS の Web サーバであり、Administration Console への
アクセスを可能にします。Tomcat サービスの詳細については、P.2-2
の「Tomcat サービスの手順の実行」を参照してください。
service ippe_dial_engine
{start | stop | status}

このコマンドを使用すると、ダイヤル エンジンの起動、停止、およ
びステータスの確認を行うことができます。ダイヤル エンジンの詳
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。
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7

Cisco IPICS ログの概要
この章では、Cisco IPICS で使用できるログの概要と、ログに記録された情報を
取得して理解する方法について説明します。ログは、Cisco IPICS および PMC に
関して発生する問題のトラブルシューティングに役立ちます。
この章は、次の項で構成されています。
•

Cisco IPICS ログ ファイルの概要と特定（P.7-2）

•

PMC ログレベルの生成と変更（P.7-10）

•

CSA ログの確認（P.7-18）
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Cisco IPICS ログ ファイルの概要と特定
Cisco IPICS ログ ファイルには、Cisco IPICS の使用状況の監査または追跡に使用
できる情報が記録されます。また、ログ ファイルは、エラーの根本原因を特定
するときに役立ちます。
表 7-1 に、Cisco IPICS ログを示します。
表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル

ログ名

説明

catalina.out

catalina.out ファイルには、Tomcat サービスなど、Cisco IPICS の Web ベー
スのプロセスに関する情報が記録されます。
catalina.out ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにあります。

Cisco IPICS Activity Log

Cisco IPICS アクティビティ ログには、チャネル、ユーザ、および VTG に
関するアクティビティの情報が記録されます。
アクティビティ ログの情報を Microsoft Excel スプレッドシート形式でダウ
ンロードして表示するには、IPICS ユーザとして Administration Console に
ログインし、Administration > Activity Log Management > Logs ウィンドウ
に移動して、Download Activity Logs をクリックします。Cisco IPICS がア
クティビティ ログに保存する情報を変更するには、
Administration > Activity Log Options に移動します。
アクティビティ ログの詳細については、『Cisco IPICS Server Administration
Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS System Administrator Tasks」
の章を参照してください。

csalog

このファイルには、CSA の起動とシャットダウンの履歴が記録されます。
CSA のログ情報は、csalog ファイルと securitylog.txt ファイルに記録されま
す。
csalog ファイルは、/var/log ディレクトリにあります。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

7-2

OL-12986-01-J

第7章

Cisco IPICS ログの概要
Cisco IPICS ログ ファイルの概要と特定

表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

CisconnnMIVRnnnn.log

このログ ファイルには、ポリシー エンジンのコール シグナリングと
Session Initiation Protocol（SIP）に関する情報が記録されます。
Cisco IPICS は、最初のファイルに Cisco001MIVR0001.log という名前を付
けます。後続のファイルには、Cisco001MIVR0002.log、
Cisco001MIVR0003.log というように名前が付けられます。
各 CisconnnMIVRnnnn.log ファイルのサイズ、Cisco IPICS が保持するファ
イルの総数、および Cisco IPICS がこれらのファイルに記録する情報を設定
するには、Administration Console で Policy Engine > Dial Engine > Control
Center > Tracing に移動し、
Trace File Configuration 領域および Trace Settings
領域の情報を変更します。
Cisco001MIVR0001.log ファイルをダウンロードして表示するには、IPICS
ユーザとして Administration Console にログインし、Policy Engine > Dial
Engine > Status ウィンドウに移動して、
SIP Subsystem または Policy Engine
Subsystem をクリックします。次に、Cisco001MIVR0001.log をクリックし
ま す。後 続 の ロ グ フ ァ イ ル を ダ ウ ン ロ ー ド し て 表 示 す る に は、SIP
subsystem ウィンドウまたは Policy Engine Subsystem ウィンドウに移動し、
表示する CisconnnMIVRnnnn.log ファイルをクリックします。
CisconnnMIVRnnnn.log ファイルは、/opt/cisco/ippe/log/MIVR ディレクトリ
にあります。
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表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

CisconnnMVCDnnnn.log

このファイルには、ポリシー エンジンの Cluster View Daemon（CVD; クラ
スタ ビュー デーモン）コンポーネントのエラーとステータスに関する情
報が記録されます。CVD は、ポリシー エンジンのノード マネージャで、
Cisco IPICS ダイヤル エンジン サービスの起動プロセスの管理を担当しま
す。
Cisco IPICS は、最初のファイルに Cisco001MVCD0001.log という名前を付
けます。後続のファイルには、Cisco001MVCD0002.log、
Cisco001MVCD0003.log というように名前が付けられます。
Cisco001MVCD0001.log ファイルをダウンロードして表示するには、IPICS
ユーザとして Administration Console にログインし、Policy Engine > Control
Center > Status > Cluster View Daemon ウ ィ ン ド ウ に 移 動 し て、
Cisco001MVCD0001.log をクリックします。後続のログ ファイルをダウン
ロードして表示するには、SIP subsystem ウィンドウまたは Policy Engine
Subsystem ウィンドウに移動し、表示する CisconnnMVCDnnnn.log ファイル
をクリックします。
CisconnnMVCDnnnn.log ファイルは、/opt/cisco/ippe/log/MVCD ディレクト
リにあります。

db-maintenance.log

db-maintenance.log ファイルには、データベースのバックアップ操作および
復元操作のレコードが記録されます。
db-maintenance.log ファイルをダウンロードして表示するには、IPICS ユー
ザとして Administration Console にログインし、Administration > Database
Management > Log ウィンドウに移動して、Download をクリックします。
db-maintenance.log ファイルは、/opt/cisco/ipics/database/logs ディレクトリ
にあります。
db-maintenance.log ファイルの詳細については、『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Database
Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

7-4

OL-12986-01-J

第7章

Cisco IPICS ログの概要
Cisco IPICS ログ ファイルの概要と特定

表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

dbm_log_archive.log.gz

このファイルは、以前の db-maintenance.log 日次ログ ファイルからアーカ
イブされたデータが格納された圧縮ファイルです。
dbm_log_archive.log.gz ファイルをダウンロードして PC に保存するには、
Administration > Database Management > Log ウィンドウで Download ボタ
ンをクリックします。ファイルを PC にダウンロードすると、テキスト ファ
イルとして表示できます。
dbm_log_archive.log.gz ファイルは、/opt/cisco/ipics/database/logs ディレクト
リにあります。
このアーカイブ ファイルの詳細については、『Cisco IPICS Server
Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Database
Backup and Restore Operations」の章を参照してください。

diagnostics.log

diagnostics.log ファイルには、データベース サブシステムに関連するメッ
セージが記録されます。このファイルは、/opt/cisco/ipics/database/logs ディ
レクトリにあります。

driverManagern.log

driverManager ログには、各コールに関連付けられたメディアのポリシー エ
ンジン固有の情報が記録されます。
driverManager ログに取り込む詳細のレベルを設定するには、Administration
Console で Policy Engine > Control Center > Tracing ウィンドウに移動し、
LIB_MEDIA チェックボックスをオンまたはオフにします。
driverManager ファイルのサイズと総数は、Cisco IPICS によって設定されま
す。ユーザはこれらの設定を変更できません。
ログ ファイルが設定済みの最大サイズに達すると、Cisco IPICS はそのログ
ファイルを閉じ、新しい空のログ ファイルを作成して、新しいログ ファ
イルの番号を 1 つインクリメントします。
driverManagern.log ファイルは、/opt/cisco/ippe/log/MIVR ディレクトリにあ
ります。
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表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

install.log

install.log ファイルには、インストールされたパッケージや、インストール
中に発生したエラーなど、Cisco IPICS オペレーティング システムのインス
トールに関する詳細が記録されます。
install.log ファイルは、/root ディレクトリにあります。
ipics.log ファイルには、Cisco IPICS サーバで発生するすべてのトランザク
ションに関するメッセージが記録されます。たとえば、Tomcat サービス、
ポリシー エンジンのエントリ、または外部通知に関する情報がこのファイ
ルに記録されます。このログ ファイルに記録される情報は、Cisco IPICS で
問題が発生した場合のトラブルシューティングに役立ちます。

ipics.log

各メッセージは、シビラティ レベルでマークされます。また、TRACE か
ら FATAL までの 7 つの重大度が規定されています。デフォルトでは、
ipics.log ファイルには、INFO から FATAL レベルまでのロギングがすべて
取り込まれます。
最新のシステム ログの表示は、Administration Console の Serviceability >
System Logs ウィンドウで行うことができます。ipics.log の情報をダウン
ロードして表示するには、Serviceability > System Logs ウィンドウに移動
し、Download をクリックします。
ipics.log ファイルにアクセスしてダウンロードする方法の詳細について
は、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Understanding
Cisco IPICS Serviceability and Diagnostic Information」の章を参照してくださ
い。
ipics.log ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにあります。
ipics_audit.log

ipics_audit.log ファイルには、ユーザ アクティビティが記録されます。この
アクティビティには、ユーザがサーバへのログイン時に成功および失敗し
たアクションや、Cisco IPICS ユーザが Administration Console にログインし
ているときに実行したアクションなどがあります。
ipics_audit.log ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにありま
す。
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表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

ipics-install-log.txt

ipics-install-log.txt ファイルには、インストールされたパッケージ、作成さ
れたユーザ名、インストール中に発生したエラーなど、Cisco IPICS サーバ
ソフトウェアのインストールに関する詳細が記録されます。
install.log ファイルは、
/var/opt/CSCOipics/run/yyyymmddhhmmss/ipics-install-log.txt ディレクトリ
にあります。
表示の意味は次のとおりです。
yyyymmddhhmmss は、サーバ ソフトウェアのインストールを実行した日付
と時刻を表します。

ipics_pmc.log

このログ ファイルには、PMC ユーザの情報が収集されます。Cisco IPICS
は、PMC ユーザのログイン時とログアウト時、またはユーザによる PMC
の更新時にこのログ ファイルを更新します。
ipics_pmc.log ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにありま
す。

（注）

ipics_rms.log

ユーザの PMC データを追加で取得するには、PMC からサーバに
ログ情報をアップロードします。詳細については、P.7-10 の「PMC
ログレベルの生成と変更」を参照してください。

ipics_rms.log ファイルには、Cisco IPICS システムに属する RMS コンポー
ネントのログ データが収集されます。
ipics_rms.log ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにありま
す。
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表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

lmgrd.log

lmgrd.log ファイルには、Cisco IPICS のライセンスに関する情報と、ライセ
ンスを管理するコンポーネントであるライセンス マネージャに関する情
報が記録されます。Cisco IPICS は、ライセンス マネージャが実行するすべ
てのアクションを lmgrd.log ファイルに記録します。
lmgrd.log ファイルをダウンロードして表示するには、IPICS ユーザとして
Administration Console にログインし、Serviceability > Diagnostics ウィンド
ウに移動して、Download Diagnostic Results をクリックします。zip 圧縮さ
れたファイルを受信します。このファイルには、lmgrd.log ファイルと
ipics.log ファイルのほか、Diagnostics ウィンドウに表示されている情報が
含まれています。
lmgrd.log ファイルは、/opt/cisco/ipics/license/versions/2.1/logs ディレクトリ
にあります。

messages

messages ファイルには、次のイベントに関する情報が記録されます。
•

CSA 処理に関連するメッセージ

•

SSH を使用して Cisco IPICS サーバにログインしたユーザ

•

停止または起動したプロセス

messages ファイルは、/var/log ディレクトリにあります。
7 日経過すると、CSA は新しいログを作成し、以前のログに番号の拡張子
を付けてリネームします。その結果、ログには messages.0、messages.1、
messages.2 などの名前が付けられます。
ntpsetup.log

このファイルには、Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロ
トコル）設定関連の情報が記録されます。
netsetup.log ファイルは、/var/log ディレクトリにあります。

（注）

NTP を設定するには、ntpsetup コマンドを入力します。詳細につ
いては、P.6-7 の「ntpsetup ツールでの Cisco IPICS サーバの NTP の
設定」を参照してください。
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表 7-1

Cisco IPICS のログ ファイル（続き）

ログ名

説明

securitylog.txt

このファイルには、ルール違反などのセキュリティ関連のイベントのログ
が記録されます。このファイルは、CSA がセキュリティ イベントの記録に
使用するプライマリ ファイルです。
securitylog.txt ファイルは、/var/log ディレクトリにあります。
securitylog.txt ファイルの詳細については、P.7-19 の「CLI コマンドを使用
した CSA セキュリティ イベント ログの表示」を参照してください。

tacout

tacout ファイルには、
Cisco IPICS の最新の診断情報の要約が記録されます。
tacout ファイルは、/root/tomcat/current/logs ディレクトリにあります。
ファイルのダウンロード方法など、tacout ファイルの詳細については、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Understanding
Cisco IPICS Serviceability and Diagnostic Information」の章を参照してくださ
い。
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PMC ログレベルの生成と変更
PMC アプリケーションは、ユーザ アクティビティの分析に役立つログや、アプ
リケーションの使用時に発生する問題のトラブルシューティングに役立つログ
を生成します。PMC は、ログを PMC クライアント マシンのハードディスクに
書き込みます。そのため、サーバへの通信が中断した場合でもアプリケーション
はロギングを続行できます。
Cisco IPICS は、次のどちらかの条件が満たされた場合に、PMC からログを取得
します。
•

User Management > Users > Username > PMC タブで、Get Logs from PMC を
クリックした場合

（注）

•

サーバにおいて PMC ユーザからのログをアップロードできないように
す る に は、PMC ア プ リ ケ ー シ ョ ン で Settings > Channels に 移 動 し、
Optimize for low bandwidth チェックボックスをオンにします。PMC を
低帯域幅で高遅延のネットワーク環境で使用している場合は、このボッ
クスをオンにする必要があります。オンにしても、PMC は引き続きログ
を PMC クライアント マシンのハード ドライブに生成します。

PMC ユーザがセッションのログインおよびログアウトを実行したときに自
動的にログが Cisco IPICS サーバにアップロードされるように設定されてい
る場合（このイベントはロールオーバーと呼ばれます）
ロ ー ル オ ー バ ー の 対 象 は Authentication、Channel Statistics、お よ び User
Interface ログで、Debug Log は対象ではありません。Debug Log の場合は、
サーバがファイルのアップロードを要求するまで、ファイルにデータが継続
的に蓄積されます。ロールオーバーの発生の詳細については、『Cisco IPICS
PMC Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application
Logs」の章を参照してください。

ユーザは次の方法で PMC ログを変更できます。
•

PMC ユーザが PMC アプリケーション内で設定を調整する。
PMC アプリケー
シ ョ ン で 設 定 を 調 整 す る 方 法 の 詳 細 に つ い て は、
『Cisco IPICS PMC
Installation and User Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application Logs」
の章を参照してください。
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•

Cisco IPICS オペレータが Administration Console の User Management >
Users > Username > PMC タブで、ログ設定を変更する。ログ設定の設定およ
び 変 更 方 法 の 詳 細 に つ い て は、『Cisco IPICS Server Administration Guide,
Release 2.1(1)』の「Performing Cisco IPICS Operator Tasks」の章を参照してく
ださい。

ログ ファイルのリストと説明については、
『Cisco IPICS PMC Installation and User
Guide, Release 2.1(1)』の「Using the PMC Application Logs」の章を参照してくだ
さい。
PMC ユーザのアクティビティ ログのダウンロードは、Administration Console の
Administration > Activity Log Management > Logs タブで行うことができます。ダ
ウンロードする情報には、チャネルと VTG に対するユーザの関連付け、チャネ
ルのアクティブ化に関するアクティビティ、および会議への参加についての詳細
が含まれています。Administration > Activity Log Options ウィンドウで、PMC 情
報を取り込むようにアクティビティ ログを設定します。アクティビティ ログに
ついては、
『Cisco IPICS Server Administration Guide, Release 2.1(1)』の「Performing
Cisco IPICS System Administrator Tasks」の章を参照してください。
この項では、次のトピックを扱います。
•

PMC Debug Log の情報の概要（P.7-11）

•

デバッグ ログレベルの使用方法（P.7-13）

PMC Debug Log の情報の概要
Cisco IPICS の DebugLog.txt のデータ フィールドは、User Interface、Signaling、お
よび Media の 3 つのカテゴリに分かれています。これらのデータ フィールドは、
さらに 3 つのログレベルに分かれています。そのため、必要なデバッグ情報をよ
り正確に取り込むことができます。Debug Log の各カテゴリには、次の情報が含
まれます。
•

User Interface：このカテゴリのフィールドは、PMC のユーザ インターフェ
イスの機能に関する情報を提供します。このカテゴリには、ボタンやボ
リューム コントロールなど、PMC アプリケーションに表示できる項目がす
べて含まれています。また、User Interface カテゴリには、Cisco IPICS サーバ
に関する通信の問題をデバッグするための情報も含まれています。
表 7-2 は、Cisco IPICS が収集する情報をログレベル別に説明しています。
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表 7-2

User Interface のログレベル

ログ レベル

目的

Low

Cisco IPICS は、このログレベルでは、次の問題に関する情報
を取得します。
•

ユーザがログインできない

•

ユーザがチャネルをアクティブにするときに問題が発生
する

•

ユーザが PMC を終了できない

•

PMC が不意にオフライン モードに移行する

•

サーバがエラーを報告する

Medium

Cisco IPICS は、サーバからの XML 通信を解釈するときに役立
つ情報を報告します。

High

Cisco IPICS は、認証、GUI、および PMC サーバの更新機能に
関する情報を収集します。

•

Signaling：Signaling カテゴリには、音声チャネルの起動と停止に関する情報
を提供するフィールドが含まれています。ユーザが PMC チャネルをアク
ティブまたは非アクティブにできない場合は、Signaling をオンにします。
表 7-3 は、Cisco IPICS が Signaling のログレベルに従って報告する情報を説
明しています。

表 7-3

Signaling のログレベル

ログ レベル

目的

Low および Medium

これらのログレベルのメッセージは、高レベルのステー
ト マシンに関する問題を報告します。

High

このレベルのメッセージは、SIP メッセージングに関す
る問題を報告します。

•

Media：このカテゴリのフィールドには、パケットや、エンドポイント間の
データを処理するコーデックなど、音声ストリームに関連する項目が含まれ
ています。音声品質の問題を診断するには、Media 情報を使用します。
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表 7-4 は、Media のログレベルに従って収集できる情報のタイプを説明して
います。
表 7-4

Media のログレベル

ログ レベル

目的

Low

この情報には、受信（RX）および伝送（TX）ネットワーキン
グ統計情報が含まれます。

Medium

この情報は、チャネルまたは VTG でオーディオ信号が混合す
る問題など、オーディオ混合の問題を診断するときに役立ちま
す。

High

この情報には、オーディオ コーデックを使用したオーディオ
変換に関する情報が含まれます。

デバッグ ログレベルの使用方法
PMC ユーザのデバッグ情報のロギングを開始する場合は、情報カテゴリを 1 つ
以上選択します。各カテゴリには、デバッグ フィールドのリストが含まれてい
ます。ログに取り込むフィールドに対応したカテゴリおよびログレベルを選択し
ます。
表 7-5 は、各ログレベルに含まれるフィールドを示しています。
各カテゴリのログレベルは、累積型になっています。特定のカテゴリで Medium
レ ベ ル を 選 択 し た 場 合、PMC は Low レ ベ ル と Medium レ ベ ル の ロ グ を
DebugLog.txt ファイルに書き込みます。ロギングを High に設定した場合は、そ
のカテゴリのフィールドがすべて取り込まれます。

ヒント

デバッグを開始するときは、必ず、Low レベルのログ データを収集するように
してください。Low レベルでも、必要なデータがすべて得られる場合がありま
す。この設定を使用すると、数日間のログ アクティビティを収集しても、PMC
クライアント マシンのハードディスクが満杯になることはありません。問題の
原因を特定できなければ、次はロギングを Medium または High に設定します。
High レベルの使用は、短期間に限定してください。High レベルを使用する場合
は、ユーザの PMC クライアント マシンのハード ドライブを注意深く監視して、
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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High レベルのログによってクライアントのハード ドライブが満杯になったり、
PMC のパフォーマンスが低下したりすることがないようにする必要がありま
す。

注意

すべてのデバッグ オプションを設定すると、システムで収集および生成される
情報量が膨大になるため、デバッグ ロギングは、特定の問題を切り分ける場合
に限って使用することをお勧めします。デバッグ作業が完了したら、必ず、デ
バッグ ログをクリアしてデバッグ ロギングをオフにしてください。

表 7-5 に、デバッグ カテゴリと、各カテゴリに関連付けられたフィールドおよび
ログレベルを示します。
表 7-5

Debug Log のフィールドとログレベル

カテゴリ

フィールド

ログレベル

User Interface

channel-activation-debug

Low

error
exit-debug
sending-source-debug
sock-init-cleanup
xml-events

Medium

xml-post
xml-vars
Auth

High

critical-section-tune-debug
download-debug
gui-debug
server-task-debug
server-verbose
xml-deck
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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表 7-5

Debug Log のフィールドとログレベル（続き）

カテゴリ

フィールド

ログレベル

Signaling

cc

Low

fim
fsm
gsm
lsm
multicast-signaling-debug
sip-reg-state
sip-state
vcm
sip-task

Medium

sip-trx
Auth

High

cc-msg
sip-messages
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表 7-5

Debug Log のフィールドとログレベル（続き）

カテゴリ

フィールド

ログレベル

Media

AMuteTrans

Low

AudioSink
AudioSource
MediaStream
OpenALAudioSink
RTPAudioSink
RTPAudioSockets
RTPAudioSource
RTPAudioStream
RTPJitterBuf
sock-init-Cleanup
WaveAudioSource
WaveFileSource
RxStats
TxStats
Media

ACMTrans

Medium

ASL
AudioBufferAndPlayback
dsp
FilePlay
PCMMixer
PCMVolTrans
PCMVolumeMax
RTPAudioStreamMgr
RxDetailStats
VAD

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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表 7-5

Debug Log のフィールドとログレベル（続き）

カテゴリ

フィールド

ログレベル

Media

AudioDump

High

AudioSamp
AudioSampLost
AudioSampMgr
AudioTrans
AutomaticGainControl
dtmf
FIRTrans
FSAudioBuf
G7112PCMTrans
G7232PCMTrans
G729A2PCMTrans
Limiter
PCM2G711Trans
PCM2G723Trans
PCM2G729ATrans
RTCPPacket
TimeSample
TimeRxSample
TimeTxSample
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CSA ログの確認
CSA がシステム アクションを拒否した場合、プロセスによってメッセージが生
成されます。このメッセージには、次のいずれかの方法でアクセスできます。
•

CSA Utility を開き、Message ペインにメッセージを表示する。

•

セキュリティ イベント ログを表示する。このログには、システムで発生し
たセキュリティ イベントがすべて記録されています。

•

/var/log ディレクトリに移動し、現在の CSA ログとアーカイブされた CSA
ログを表示する。

この項では、次のトピックを扱います。
•

CSA Utility での CSA メッセージの表示（P.7-18）

•

CLI コマンドを使用した CSA セキュリティ イベント ログの表示（P.7-19）

CSA Utility での CSA メッセージの表示
CSA Utility でステータス メッセージを表示するには、次の手順を実行します。
手順
ステップ 1

CSA トレイ アイコン（赤色の旗）
をダブルクリックして、CSA Utility を開きます。
CSA Utility が表示されます。

ステップ 2

セキュリティ ログにアクセスするには、Messages をクリックします。
Messages ペインにステータス メッセージが表示されます。

ステップ 3

CSA ログにアクセスするには、View Log をクリックします。
現在のセキュリティ イベント ログが、テキスト ビューア ウィンドウに表示され
ます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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CLI コマンドを使用した CSA セキュリティ イベント ログの表示
Cisco IPICS サーバの /var/log ディレクトリには、現在の CSA ログとアーカイブ
された CSA ログが含まれています。
セキュリティ イベントが記録されるログのファイル名は securitylog.txt です。
securitylog.txt ファイルのサイズが 100 MB に達すると、CSA は新しいログを作成
し、以前のログ ファイルをアーカイブして名前変更します。アーカイブされた
ログ ファイルには、securitylog-yyyymmdd-hhmm.txt という名前が付けられます。
表示の意味は次のとおりです。
yyyymmdd-hhmm は、CSA がログ ファイルをアーカイブした日付です。
CLI コマンドを使用して securitylog.txt ファイルを表示するには、次の手順を実行
します。
手順
ステップ 1

ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サーバにログインします。

ステップ 2

/var/log ディレクトリに移動するには、次のコマンドを入力します。
[root] #cd /var/log

ステップ 3

ディレクトリ内のセキュリティ イベント ログ ファイルを表示するには、次のコ
マンドを入力します。
[root] #ls -al securitylog*
名前が securitylog で始まるファイルが表示されます。

ステップ 4

ログ ファイルの内容を表示するには、次のコマンドを入力します。
[root] #cat securitylog[-yyyymmdd-hhmm].txt
表示の意味は次のとおりです。
yyyymmdd-hhmm は、アーカイブされたログ ファイルの日付です。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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CSA ログに表示されるメッセージについては、次の URL で CSA のマニュアル
を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/tsd_products_support_series_
home.html
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A
Administration Console Cisco IPICS サーバ ソフトウェアのグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）。
権限を与えられた Cisco IPICS ユーザは、Cisco IPICS のリソース、イベント、およ
び VTG をこのインターフェイスを使用して管理および設定できます。

C
CAI

共通無線インターフェイス（common air interface）の略。P25 準拠の無線システムお
よび装置に採用されている、デジタル無線通信メディアのための標準。P25 Phase I
の標準では、周波数分割多重アクセス（FDMA）テクノロジーについて規定されて
います。

CAS

個別線信号方式（channel associated signaling）の略。音声チャネル内でシグナリング
情報を伝送すること。CAS シグナリングは、ユーザの帯域幅がネットワークによっ
て他の目的のために失われるため、損失ビット シグナリングとも呼ばれます。

channel select チェック PMC 上の指定したチャネルを、オーディオ伝送用に選択または選択解除する機能を
提供します。
ボックス
Cisco IPICS

Cisco IP Interoperability and Collaboration System の略。Cisco IPICS システムは、音声
チャネル、トーク グループ、および VTG を相互接続して個々のシステム間の通信
をブリッジすることにより、音声の相互運用のための IP 標準ベースのソリューショ
ンを提供します。
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Cisco IPICS サーバ

Cisco IPICS システムの基幹機能を提供します。Cisco IPICS サーバ ソフトウェアは、
所定の Cisco Media Convergence Server（MCS）プラットフォームの Linux オペレー
ティング システム上で動作します。このサーバ ソフトウェアはインシデント管理フ
レームワークの管理用 GUI を備えており、ユーザ、チャネル、VTG のための動的リ
ソースを管理できます。また、テレフォニー ダイヤル機能を使用可能にし、ポリ
シーおよびユーザ通知の管理と実行を担当する Cisco IPICS ポリシー エンジンを内
蔵しています。

Cisco IPICS ポリシー
エンジン

このコンポーネントは Cisco IPICS サーバに統合されており、テレフォニー ダイヤ
ル機能を使用可能にし、ポリシーおよびユーザ通知の管理と実行を担当します。

Cisco Security Agent

既知および未知のセキュリティ脅威を識別、阻止、および排除して、サーバおよび
デスクトップ コンピュータ システム（エンドポイント）を脅威から保護します。

Cisco Unified
Communications
Manager
（CallManager）

シスコの IP テレフォニー ソリューションのソフトウェア ベース コール処理コン
ポーネント。Cisco Unified Communications Manager（CallManager）は、企業の電話
機能を拡張して、Cisco Unified IP Phone、メディア処理装置、VoIP ゲートウェイ、お
よびマルチメディア アプリケーションなどのパケット テレフォニー ネットワーク
デバイスとして利用できるようにします。

Cisco Unified IP Phone

IP ネットワーク上で音声通信を利用するための機能をすべて備えた電話機。ユーザ
は、Cisco Unified IP Phone を PTT デバイスとして使用することで、PTT チャネルま
たは VTG に参加できます。

CLI

コマンドライン インターフェイス（command-line interface）の略。コマンドやオプ
ション引数を入力して、オペレーティング システムを対話式で利用するためのイン
ターフェイス。

COR

搬送波作動リレー（carrier operated relay）の略。無線がトラフィックを受信している
ことを示す電気信号。

D
デジタル サービス 0（digital service zero）の略。DS1（T1 とも呼ばれる）デジタル
インターフェイス上の 1 つのタイムスロット、つまり 64 Kbps の同期全二重データ
チャネルです。通常は、PBX 上の 1 つの音声接続に使用されます。

DS0
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DTMF

デュアルトーン複数周波数（Dual Tone Multi-Frequency）の略。電話機のキーパッド
のキーを押したときに生成され、電話会社に送出される信号。DTMF では、電話機
の各キー（0 〜 9、*、#）を押すと、特定の周波数を持つ 2 つのトーンが生成されま
す。1 つは、高周波数のトーン グループから生成されるトーンで、もう 1 つは、低
周波数グループから生成されるトーンです。音声ゲートウェイは、これらのインバ
ンド トーンを取り除き、SIP、H.323、またはその他のメッセージでアウトオブバン
ドとして示す場合があります。

E
E リード線

E&M インターフェイスの耳となる部分。E リード線は、LMR ゲートウェイの受信
パスです。

E&M

受信と伝送（recEive and transMit）の略。耳と口（ear and mouth）の略でもあります。
E&M インターフェイスは、無線と LMR ゲートウェイの間のアナログ インターフェ
イスとして、無線チャネルからの音声信号を提供します。このチャネルは IP マルチ
キャストまたはユニキャストにマッピングされます。E&M インターフェイスは、ア
ナログ トランキングの最も一般的な形態です。
1. 2 方向のスイッチ間接続、またはスイッチからネットワークへの接続などに使用
されるトランキング構成。シスコのアナログ E&M インターフェイスは、PBX トラ
ンク回線（タイ ライン）に接続するための RJ-48 コネクタです。E&M は E1 および
T1 デジタル インターフェイスでも使用できます。
2. テレコミュニケーション産業で従来から使用されているシグナリング方式。電話
機の耳（受信）と口（送信）コンポーネントである受話器を使用することを指します。

F
FDM

周波数分割多重（frequency-division multiplexing）の略。複数のチャネルが送信する
情報に対して、単一回線上の帯域幅を周波数に基づいて割り振ることができる技術。

FDMA

周波数分割多重接続（frequency-division multiple access）の略。個々の会話が、それ
ぞれ異なる周波数に割り振られるチャネル アクセス方式。非常に狭い帯域幅の中
で、ライセンスを付与された複数のチャネルを運用する場合に利用されます。
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特定のシステムにライセンスを適用するためのシスコ ソフトウェア。FLEXlm を導
入すると、Cisco IPICS ソフトウェアはライセンスのある対応ハードウェア上でのみ
動作するようになります。

FLEXlm

G
総称ルーティング カプセル化（generic routing encapsulation）の略。遠隔地点にある
シスコ ルータへの仮想的なポイントツーポイント リンクを IP インターネットワー
ク上に作成し、IP トンネルの内部で各種のプロトコル パケットをカプセル化できる
トンネリング プロトコル。GRE を使用する IP トンネリングでは、単一プロトコル
のバックボーン環境にマルチプロトコルのサブネットワークを接続し、単一プロト
コルのバックボーン環境を越えたネットワーク拡張を実現できます。通常、GRE が
使用されるのはマルチキャスト トラフィックをルータ間でルーティングする場合
です。

GRE

H
H.323

標準化された通信プロトコルを使用して異種通信デバイスが互いに通信するため
の、一連の共通コーデック、コールのセットアップとネゴシエーション手順、およ
び基本的なデータ伝送方式を定義しています。

HLGT

高レベル保護トーン（High Level Guard Tone）の略。アウェイク トーンとも呼ばれ
ます。このトーンは高い音量に設定され、通常はプリアンブル内の最初のトーンに
なります。別のトーン（通常は機能トーン）が続くことを無線に知らせるために使
用されます。
「保護トーン」を参照してください。

Hoot & Holler
（Hootie）

最近の発言者（複数可）が 1 つのマルチキャスト出力ストリームに混合される通信
システム。「hootie」とも呼ばれるこれらのネットワークは、「常時オン」のマルチ
ユーザ会議を提供するので、ユーザはダイヤルして会議に参加する必要がありませ
ん。
Cisco Hoot & Holler 機能は、Cisco IOS の特定のバージョンで使用できます。
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I
informix linux グループ このグループのメンバーは、Informix データベース アプリケーションに関連する
Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し
ます。このメンバーには informix ユーザと ipicsdba ユーザが含まれます。
informix ユーザ ID

informix linux グループと ipics linux グループの両方に属する Cisco IPICS Linux ユー
ザ。informix linux グループのユーザは、Cisco IPICS データベース サーバのフォル
ダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し、ipics linux グループのユー
ザは、Cisco IPICS アプリケーション関連のフォルダ、ファイル、およびスクリプト
へのフル権限を保持します。また、このユーザは、Informix データベース インスタ
ンスへのフル管理権限も保持します。Cisco IPICS は、ソフトウェアのインストール
中に、この Linux システム ユーザ ID を作成し、パスワードを生成します。このユー
ザ ID のパスワードが期限切れになることはありません。
informix ユーザにアクセスするには、ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サー
バにログインし、su - informix と入力します（ルートからスーパーユーザになりま
す）
。

ipicsadmin ユーザ ID

ipics linux グループに属する Cisco IPICS Linux ユーザ。このユーザは、Cisco IPICS
アプリケーションと データベースのバッ クアップおよび復 元操作に関連する
Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し
ます。また、ipicsadmin ユーザは、Informix データベースに対するデータの読み取り
および書き込み権限も保持します。Cisco IPICS は、ソフトウェアのインストール中
に、この Linux システム ユーザ ID を作成します。このユーザ ID のパスワードが期
限切れになることはありません。

ipicsdba ユーザ ID

informix linux グループと ipics linux グループの両方に属する Cisco IPICS Linux ユー
ザ。informix linux グループのユーザは、Cisco IPICS データベース サーバのフォル
ダ、ファイル、およびスクリプトへのフル権限を保持し、ipics linux グループのユー
ザは、Cisco IPICS アプリケーション関連のフォルダ、ファイル、およびスクリプト
へのフル権限を保持します。また、ipicsdba ユーザは、Informix データベース インス
タンスでデータの読み取りと書き込み、テーブルの作成、およびデータベースの作
成を行う権限も保持します。Cisco IPICS は、ソフトウェアのインストール中に、こ
の Linux システム ユーザ ID を作成し、パスワードを生成します。このユーザ ID の
パスワードが期限切れになることはありません。
ipicsdba ユーザにアクセスするには、ルート ユーザ ID を使用して Cisco IPICS サー
バにログインし、su - ipicsdba と入力します（ルートからスーパーユーザになりま
す）
。
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ipics linux グループ

このグループのメンバーは、Cisco IPICS アプリケーションとデータベースのバック
アップおよび復元操作に関連する Cisco IPICS サーバのフォルダ、ファイル、および
スクリプトへのフル権限を保持します。このメンバーには ipicsadmin、ipicsdba、お
よび informix ユーザが含まれます。

IPICS ユーザ ID

Cisco IPICS Administration Console か ら管 理関 連の タス クを すべ て実 行で きる
Cisco IPICS アプリケーションレベルのユーザ ID。Cisco IPICS は、ソフトウェアの
インストール中に、この Web ベースのユーザ ID を作成します。

IPSec

IP セキュリティ（IP Security）の略。参加しているピア間での、データ機密保持、
データ整合性、データ認証を提供するオープン標準のフレームワークです。IPSec
は、IP レイヤでこれらのセキュリティ サービスを提供します。IPSec では、ローカ
ル ポリシーに基づくプロトコルとアルゴリズムのネゴシエーション処理、および
IPSec で使用される暗号鍵と認証鍵の生成に IKE を使用します。IPSec によって、2
つのホスト間、2 つのセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ ゲート
ウェイとホスト間のデータ フローを 1 つまたはそれ以上保護できます。

L
LLGT

低レベル保護トーン（Low Level Guard Tone）の略。このトーンは、保留トーンまた
はキーイング トーンとして使用されます。「保護トーン」を参照してください。
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LMR

陸上移動無線（land mobile radio）の略。陸上移動無線（LMR）システムは、所定の
周波数で相互通信するために設計された、携帯型および固定型の無線装置の集合で
す。地理的に分散した、移動するユーザ間での即時通信が必要な組織で導入されま
す。
この用語は、携帯型デバイス、車載型デバイス、および固定型トランスミッタと同
じ意味で使用されることがあります。固定型デバイスは、通常、ベース ステーショ
ンと呼ばれます。
Cisco IPICS は、特定の Cisco IOS バージョンで使用できる Cisco Hoot & Holler 機能
を利用して、Cisco IPICS ソリューションへの無線の統合を実現します。LMR を統
合するには、無線またはその他の PTT デバイス（Nextel 電話機など）への受信と伝
送（E&M）インターフェイスを用意します。このインターフェイスは、音声ポート
として設定することで無線への適切な電気的インターフェイスになります。この音
声ポートは、VoIP ダイヤル ピアに対応する接続トランク エントリを使用して設定
します。このダイヤル ピアは、マルチキャスト アドレスへの接続に関連付けます。
このように設定すると、同じマルチキャスト アドレスを使用して、対応するチャネ
ルを Cisco IPICS で設定できます。このチャネルによって、Cisco IPICS が目的のエ
ンドポイント間に通信パスを提供できます。

LMR ゲートウェイ

陸上移動無線（Land Mobile Radio）ゲートウェイの略。IP トラフィックを無線で使
用できるようにデジタルからアナログに変換するルータ E&M インターフェイスを
指します。

M
M リード線

E&M インターフェイスの口となる部分。M リード線は、LMR ゲートウェイの伝送
パスです。

N
NAT

ネットワーク アドレス変換（network address translation）の略。グローバルに一意で
ないアドレスを、インターネットに接続するためのグローバル ルーティング可能な
アドレスに変換するメカニズムを提供します。
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O
ops ビュー

操作ビュー（operational view）のこと。ユーザ、ユーザ グループ、チャネル、チャ
ネル グループ、VTG、およびポリシーを、通常であればリソースを共有することが
ない複数の組織や機関にまたがって、ユーザ定義可能な複数のビューに編成するこ
とができる Cisco IPICS の機能。ops ビューは、Cisco IPICS システムの管理者または
ops ビュー管理者が個別に管理します。この機能を利用すると、複数のエンティティ
で 1 つの Cisco IPICS サーバを使用し、業務のニーズに応じて複数の ops ビューにわ
たってリソースを共有することもできます。

ops ビュー管理者

ops ビュー管理者が実施できる作業には、ops ビューがフィルタリングしたアクティ
ビティ ログの管理と監視が含まれます。このログには、Administration Console の
Activity Log Management ウィンドウ（Administration > Activity Log Management）で
アクセスできます。

OTAR

無線での再施錠（over-the-air re-keying）の略。移動無線または携帯無線の内部にプ
ログラミングされている暗号鍵を、無線周波数を通じて更新または変更できます。

P
PIM

Protocol Independent Multicast の略。既存の IP ネットワークに IP マルチキャスト ルー
ティング機能を付加できるマルチキャスト ルーティング アーキテクチャ。PIM はプ
ロトコルに依存しないユニキャスト ルーティングであり、PIM dense モードと PIM
sparse モードという 2 つのモードで運用できます。

PIM dense モード

2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM dense モードはデータ駆動型であり、一般的なマ
ルチキャスト ルーティング プロトコルと類似しています。プルーニングと切り捨て
が発生するまで、すべての発信インターフェイスにパケットが転送されます。dense
モードでは、受信側が密集していて、転送されてくるデータグラムをダウンストリー
ム ネットワークが必要とし、使用することを前提としています。dense モードを使
用する場合のマイナス点は、このモードのデフォルトであるフラッディング動作で
す。
「稠密モード PIM」または「PIM DM」と呼ばれることがあります。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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PIM sparse モード

2 つの PIM 運用モードの 1 つ。PIM sparse モードは、データの配信を制限して、ネッ
トワーク内のデータ受信ルータ数を最小限に抑えることを目的としています。パ
ケットが送信されるのは、ランデブー ポイント（RP）で明示的に要求された場合だ
けです。sparse モードでは、受信側が広範囲に分散していて、送信されてくるデー
タグラムをダウンストリーム ネットワークが必ずしも使用しないことを前提とし
ています。sparse モードを使用する場合のマイナス点は、明示的参加メッセージを
定期的に更新する必要があること、および RP を必要とすることです。
「希薄モード
PIM」または「PIM SM」と呼ばれることがあります。

PMC

Push-to-Talk Management Center の略。携帯型の無線をシミュレートして、PC ユーザ
が PTT 機能を使用できるようにするスタンドアロンの PC ベース ソフトウェア アプ
リケーションです。このアプリケーションを使用すると、Cisco IPICS PMC のエンド
ユーザ、各地に派遣されている人員、および管理者が 1 つまたはそれ以上のチャネ
ルまたは VTG に同時に参加できます。

PMC ID

Cisco IPICS サーバが各 PMC に対して生成する一意の ID。PMC と Cisco IPICS
サーバ間で交換される要求を記録し、ライセンス管理のために PMC の同時利用
を検証および管理する目的で使用されます。

PTT

Push-to-Talk の略。無線周波数エネルギーの伝送を発生させる、信号から無線へのト
ランスミッタ。
1 つの無線に複数のキーを適用したり、無線による伝送を発生させるアクション。シ
スコ ルータでは、E リード線（キー トーン）が無線を伝送するための信号として使
用されます。

PTT チャネル

信号を送受信する、1 つの単方向パスまたは双方向パスで構成されるチャネル。Cisco
IPICS ソリューションの場合、チャネルは、従来の無線の物理無線周波数（RF）チャ
ネルにマッピングされる 1 つの LMR ゲートウェイ ポートを表します。

PTT チャネル グループ 使用可能な PTT チャネルを論理的にグループ分けして、分類に使用できるようにし
たもの。
PTT チャネル ボタン

マウスでクリックする（押す）PMC 上のボタン。押したままにすると発言でき
ます。このボタンのラッチ機能を使用すると、1 つまたはそれ以上のチャネル
で同時に発言できます。
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Q
QoS

Quality of Service の略。伝送の品質およびサービスの可用性を含めた、伝送システム
のパフォーマンスの尺度。

R
RF

無線周波数（radio frequency）の略。電磁波スペクトルの範囲内にある、任意の周波
数。通常は、無線周波の伝搬に関係するもの。一般的には、300 GHz 未満の周波数
を使用した無線通信を指します。

RFC 2833

DTMF シグナリング、その他のトーン信号、およびテレフォニー イベントを RTP パ
ケットで伝達する方法について定義した Internet Engineering Task Force（IETF; イン
ターネット技術特別調査委員会）の仕様。RFC 2833 を使用すると、パケットをコン
パクトに構成して、指定した時間の長さと音量レベルを含む特定のシーケンスで
DTMF などの一連のトーンを再生できます。

RF リピータ

入力信号を、その性質（アナログまたはデジタル）にかかわらず増幅するアナログ
デバイス。または、デジタル入力信号を再送信のために増幅、再構成、再スケジュー
ルするか、これらの処理を組み合せて実行するデジタル デバイス。

RMS

ルータ メディア サービス（router media service）の略。Cisco IPICS PMC が VTG に
リモート接続できるようにするコンポーネント。このサービスは、ループバック機
能を利用した複数の VTG のリモート接続（結合）もサポートします。

RMS は VTG を支援してマルチキャスト チャネルを混合するほか、PMC の SIP
ベース（ユニキャスト）接続をマルチキャスト チャネルまたは VTG に混合し
ます。RMS は、スタンドアロン コンポーネント（RMS ルータ）としてインス
トールすることも、LMR ゲートウェイにインストールされる追加機能としてイ
ンストールすることもできます。
RTCP

Real-time Transport Control Protocol の略。送信者および受信者に重要なイベントまた
は伝送統計情報を通知する際の標準。RTCP の最も一般的な形式は、送信者レポー
トと受信者レポートです。

RTP

Real-Time Transport Protocol の略。音声、映像、シミュレーション データなどのリア
ルタイム データを伝送するアプリケーションに対して、マルチキャストまたはユニ
キャストのネットワーク サービスを通じた、エンドツーエンドのネットワーク伝送
機能を提供するために IP ネットワークで広く使用されています。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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T
T1

デジタル WAN キャリアのファシリティ。T1 は、AMI（alternate mark inversion; 交互
マーク反転）または Binary 8-zero Substitution（B8ZS）符号化を使用し、電話交換網
を通じて DS-1 形式のデータを 1.544 Mbps で伝送します。

T1 ループバック

マルチキャストからユニキャストへのマッピングを可能にし、ユニキャスト電話
コールを LMR または他のマルチキャスト オーディオ ストリームに接続できます。
ループバックは、使用可能な 2 つの T1 インターフェイスで構成されます。

TCP

伝送制御プロトコル（transmission control protocol）の略。信頼性のある全二重デー
タ伝送を提供する、コネクション型のトランスポート レイヤ プロトコル。TCP は、
TCP/IP プロトコル スタックの一部です。

TDMA

時分割多重接続（time division multiple access）の略。各チャネルの伝送のためにそれ
ぞれ別の時間間隔（「スロット」または「スライス」）を割り当てることにより、複
数の情報チャネルを同一のリンク上で伝送するタイプの多重化方式。

TIA/EIA-102 標準

次世代の公衆安全無線に利用される音声およびデータの技術標準を策定することを
目的とした、政府と産業界共同の取り組み。

TUI

テレフォニー ユーザ インターフェイス（telephony user interface）の略。ダイヤル エ
ンジンが提供するテレフォニー インターフェイス。発信者が、トーク グループへの
参加やポリシーの呼び出しなどの作業を実行できます。

V
VAD

音声アクティビティ検出（voice activity detection）の略。音声ポートまたはダイヤル
ピアで VAD が有効になっている場合、人間に聞こえる音声だけがネットワーク上
で伝送されます。Cisco IPICS で VAD が有効になっている場合、PMC は、ユーザの
音声を検出したときに限り音声トラフィックを送信します。

VoIP

Voice over Internet Protocol の略。音声ストリームをデジタル化およびパケット化す
ることで、POTS 同様の機能、信頼性、および音声品質を保ちながら、音声コール
を IP ネットワーク上で伝搬する機能を提供します。

VOX

音声作動型伝送（voice-operated transmit）の略。接続されている音響電気変換器に
よって感知された音または音声エネルギーが、所定のしきい値を超えた場合に作動
するキーイング リレー。VOX は音声エネルギーに応じてトランスミッタを駆動さ
せるので、Push-to-Talk 操作の必要がなくなります。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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VTG

仮想トーク グループ（virtual talk group）の略。VTG には、チャネル、チャネル グ
ループ、ユーザ、ユーザ グループを任意に組み合せて入れることができます。VTG
に他の VTG を入れることもできます。

VTG 参加者追加

選択した参加者（複数可）を、選択した VTG に追加するアクション。

VTG への招待

ダイヤルアウト招待アクションの 1 つ。招待できるユーザは事前に設定済みですが、
招待先となる VTG は、ポリシーの呼び出し側がダイヤルインしている VTG によっ
て決まります。

あ
アイドル トーン

着信トラフィックがないことを LMR ゲートウェイに知らせるために無線が M リー
ド線で送信するトーン。アイドル トーンが削除されると、LMR ゲートウェイはす
べての信号を有効な音声トラフィックとみなします。

アクティブ

SIP（ユニキャスト）回線またはマルチキャスト回線が完全に動作していることを示
す VTG の状態。PTT および音量インジケータが強調表示されます。

アクティブ化中

Activate ボタンをクリックすると有効になる VTG の状態。システムがアクティブ化
と接続を試行している間は、Activate ボタンが強調表示され、PMC の他のボタンは
非アクティブ状態になります。

アクティブ化ボタン

このボタンは、PMC 上の機能のアクティブと非アクティブを切り替えます。PMC の
このボタンをクリックすると、チャネルが（発信のために）アクティブになります。
もう一度クリックすると、チャネルが非アクティブになります。

アクティブな仮想トー
ク グループ

仮想トーク グループ（VTG）は、マルチキャスト アドレスや必要なダイヤルイン
ピアなど、グローバル リソースを Cisco IPICS がコミットするとアクティブになり、
VTG 内の参加者が互いに通信できるようになります。

暗号化（encipher）

暗号を使用して、プレーンテキストを理解不能な形式に変換すること。

暗号化（encryption）

特定のアルゴリズムを適用してデータを見かけ上改変し、不正なユーザが理解でき
ないようにすること。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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い
イベント

Cisco IPICS ソリューション内のアクティブな VTG。

インシデント管理フ
レームワーク

ユーザ、無線チャネル、カメラ、センサー情報などのリソースを、ポリシーまたは
インシデントのニーズに基づいて配信するための調整可能な GUI を備えたソフト
ウェア フレームワーク。

インバンド

インバンドで送信されるトラフィックは、Real-Time Transport Protocol（RTP）と同
じストリームに含まれます。インバンドの信号には、符号化信号および RFC 2833 信
号があります。

え
エンコード

情報を、必要な伝送形式に変換すること。

お
オフライン モード

サーバへの接続がオフラインになると、PMC はオフライン モードに入ります。オフ
ライン モードを利用すると、サーバがダウンしている間も通信を継続できます。オ
フライン モードを使用するには、少なくとも 1 回、サーバに正常にログインしてい
る必要があります。

オペレータ

Cisco IPICS のオペレータは、ユーザの設定と管理、アクセス特権の設定、および
ユーザ ロールと ops ビューの割り当てを担当します。

音声の再生

PMC ユーザが、チャネルごとにバッファされている音声を再生できる機能。

音声の相互運用性

音声の相互運用性があると、異種の装置やネットワークが互いに正常に通信するこ
とができます。

音声ユーザ名

チャネル、チャネル グループ、VTG、ユーザ、ユーザ グループ、ops ビュー、ポリ
シーなどのエンティティに使用される、名前の録音物。この名前は、ポリシー エン
ジンを使用して録音することも、
外部で録音し、システムにアップロード可能な .wav
ファイルを利用することもできます。
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音量インジケータ

PMC の音量インジケータは、チャネルの現在の音量レベルをグラフ形式で示しま
す。

音量上 / 下ボタン

音量レベルを制御するための PMC 上のボタン。

か
会議の会議

複数の VTG で構成される会議。

下位互換性

新しい無線装置が備えている、従来のシステム インフラストラクチャ内で運用でき
る能力。または、従来の無線装置と直接に相互通信できる能力。この用語は、通常、
アナログ信号を伝送できるデジタル無線に対して使用されます。

解読

暗号文を、暗号化前のプレーンテキスト形式に復元すること。

仮想チャネル

仮想チャネルは、チャネルに類似していますが、無線システムが接続されていない
チャネルを作成できます。仮想チャネルを作成すると、VTG にコールするための物
理携帯無線を使用していない参加者が、PMC アプリケーションまたはサポートされ
ている Cisco Unified IP Phone モデルを使用することで参加可能になります。

カバレッジ

無線通信において、無線システムが無線通信サービスを提供できる（カバーする）
範囲である地理上の領域。
「サービス配信区域」とも呼ばれます。

干渉

無線通信システムにおいて、輻射、放射、誘導、またはこれらの組み合せにより、
受信時に発生する不要なエネルギー。パフォーマンスの低下や誤動作、このような
不要エネルギーが発生していないときには抽出できる情報の欠落によって明らかに
なります。

き
キー

暗号コードまたは暗号方式を定義したパラメータ。
（無線の場合）キーによって、無線が伝送を開始します。
「キーイング トーン」を参
照してください。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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キーイング トーン

キーイング トーン方式の無線は、着信アナログ（E リード線）ポートに特定のトー
ンが存在している必要があります。このトーンがないと、無線は伝送を行うことが
できません。一般に、このトーンは、注入されたノイズが原因で発生するスプリア
ス伝送を防止するために使用されます。

キープアライブ

2 デバイス間の仮想回線がアクティブ状態を維持していることを通知するために、
あるネットワーク デバイスから別のネットワーク デバイスに送信されるメッセー
ジ。

機能トーン

高レベル保護トーンに続くトーン。このトーンによって、無線は特定の機能（新し
い伝送周波数の選択など）を実行します。機能トーンは、F1、F2、F3 などと呼ばれ
ることもあります。
「プリアンブル」および「高レベル保護トーン」を参照してくだ
さい。

キュー

連続的に配置された一連の項目のこと。さまざまなタイミングで発生した複数のイ
ベントを保管しておき、所定の規則に従って提供するために使用されます。この規
則は、固定されている場合も調整可能な場合もあります。

キューイング遅延

無線通信システムにおいて、コール発信者がシグナリングを完了してから、コール
発信者に伝送許可が到達するまでの時間を指します。

キロヘルツ（KHz）

1,000 Hz を表す周波数単位。

近端

イーサネットまたは RS-232 リンクに物理的に接続されている 1 つまたは複数のデ
バイス。ブロードキャストの相手側のデバイスを指す「遠端」の対義語です。LMR
ゲートウェイに接続されているベース ステーションは近端デバイスで、ベース ス
テーションから無線信号を受信する携帯無線は遠端デバイスです。

く
グループの動的再構成

複数の無線を、無線プログラムの手動操作なしで特定のトーク グループに配置する
ことができるトランキング システムの機能。グループの動的再構成は、システム制
御コンソールを使用して開始され、トランキング システムの制御チャネルを通じて
無線に伝送されます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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け
アプリケーション層において、あるプロトコル スタックから別のプロトコル スタッ
クに情報を変換するデバイス。Cisco IPICS のゲートウェイ コンポーネントには、
LMR ゲートウェイがあります。この機能は、通常は対応シスコ ルータに追加機能
としてインストールされます。LMR ゲートウェイは、無線周波数を IP マルチキャ
スト ストリームにブリッジし、音声を無線ネットワークと非無線ネットワーク間で
相互運用できるようにします。

ゲートウェイ

こ
コーダ / デコーダ（coder-decoder）の略。

コーデック

1. パルス符号変調などを使用してアナログ信号をデジタル ビット ストリームに変
換し、デジタル信号をアナログ信号に復元する集積回路デバイス。
2. Voice over IP、Voice over Frame Relay、および Voice over ATM において、音声や
オーディオ信号の圧縮 / 圧縮解除に使用される DSP ソフトウェア アルゴリズム。
コール

伝送キーを押したときに開始し、伝送キーを離したときに終了するものとして、コー
ルを定義した無線用語。
「コール単位」という用語は、無線が特定の周波数を選択し
てからオーディオを伝送するように何らかの制御が行われることを意味します。無
線によっては、コールが終了したときに、あらかじめ定義されている RF チャネル
に自動的に戻るように設定されているものもあります。

コール確立時間

ユーザまたは端末間で回線交換コールを確立するために必要な時間。

コール遅延

自動スイッチング デバイスに到達したコールをただちに処理できる、アイドル チャ
ネルまたはファシリティがない場合に発生する遅延。

個別トーン

他のトーンが積算または加算されることなく送信されたトーン。たとえば、機能トー
ンに低レベル保護トーンを追加すると、機能トーンの認識に影響を及ぼす場合があ
ります。
「混合トーン」の対義語です。

混合トーン

混合された 2 つのトーン。DTMF は混合トーンの一例です。トーン信号を適切に伝
送するには、LLGT と混合する必要があります。
「DTMF」を参照してください。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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さ
サービス配信区域

「カバレッジ」を参照してください。

サブスクライバ装置

無線システムで使用される、移動無線装置または携帯無線装置。

サブチャネル

別の 1 つまたは複数のチャネルと同じマルチキャスト アドレスを共有するチャネ
ル。これらの複数のソース ストリーム（チャネル）は、単一の無線チャネルで送信
される場合があります。PMC で無線チャネルのチャネル セレクタ ボタンを押すと、
これらのチャネルにアクセスできます。

し
システム アーキテク
チャ

陸上移動無線システムの設計方針、物理的な構造、機能構成。アーキテクチャには、
単一サイト、マルチサイト、同時キャスト、マルチキャスト、中継レシーバ システ
ムが含まれる場合があります。

システム管理者

Cisco IPICS のシステム管理者は、サーバ、ルータ、マルチキャスト アドレス、ロ
ケーション、PTT チャネルなどの Cisco IPICS リソースのインストールと設定を担当
します。また、ops ビューを作成し、Cisco IPICS のライセンスと PMC のバージョン
を管理し、アクティビティ ログ ファイルを利用してシステムとシステム ユーザの
ステータスを監視します。

周波数

周期的に実行される処理における、時間単位ごとのサイクルまたはイベントの数を
表します。周波数は、さまざまな状況で使用されます。たとえば、伝送周波数（無
線が信号を送信する帯域）や、測定された可聴信号のヘルツ（Hz）単位の周波数な
どがあります。すべてのトーン制御操作には、特定の周波数の狭い帯域内に収まる、
特定の音量（振幅）の可聴トーンが必要です。

周波数の共有

同じ無線周波数を、地理的に分散した複数のステーション（または、当該の周波数
をそれぞれ別の時間に使用する複数のステーション）に割り当てること、またはこ
れらのステーションで使用すること。

周波数変調

周波数の異なる複数の信号によって、それぞれ別のデータ値を表現する変調技術。

周波数ホッピング

テレコミュニケーションの不正な傍受や妨害を最小限に抑えることを目的として、
無線での伝送中に、指定したアルゴリズムに従って周波数を継続的に切り替えるこ
と。
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周波数割り当て

所定の条件下で、無線周波数または無線周波数チャネルを使用する無線ステーショ
ンに適用される割り当て。
ディスパッチャが 1 つまたはそれ以上のチャネルで PMC ユーザを消音して、発言
（音声の伝送）を禁止できる機能。ディスパッチャは、ユーザのマイクロフォン、ま
たはマイクロフォンとスピーカの両方を消音できます。

消音

招待ポリシー

テレフォニー ユーザ インターフェイスからのみ呼び出すことができ、VTG への招
待アクションのみを含むことができるポリシー。ユーザは、トーク グループに参加
すると、ブレークアウト メニューにアクセスして招待ポリシーを呼び出すことがで
きます。招待されたユーザの参加先になるトーク グループは、このユーザが参加し
ているトーク グループです。

シリアル制御無線

アウトオブバンド シグナリング（通常は RS-232）を使用する、無線に対する制御の
一種。
「無線制御サービス」を参照してください。

信号

トランスミッタから受信者に情報を伝達する、検出可能な伝送エネルギー。

従来の無線システム

オープン チャネルをユーザがリッスンして可用性を調べるという点で、電話のパー
ティ ラインに類似したトランキングされていないシステム。

受信インジケータ

トラフィックの着信時に緑色に点滅する PMC 上のインジケータ。

自律システム

一元的に管理および制御されている 1 つの無線システム。管理ドメインとも呼ばれ
ます。このシステムは、通常は単一の組織で構成されます。

す
数字 ID

Cisco IPICS ユーザが選択し、ユーザ プロファイルに格納される数値型の識別子。
Cisco IPICS は、この ID と数字パスワードを使用して Cisco Unified IP Phone ユーザ
を認証します。

スキャニング

別のチャネルまたはトーク グループで発生している会話をユーザが聞けるように、
無線が自動的にチャネルまたはトーク グループを変更できるようにするサブスク
ライバ装置機能。

スキン

スキンは、PMC の外観を形成するものです。Cisco IPICS では、スキンはカスタマイ
ズ可能であり、4 チャネルや 8 チャネルのマウス、タッチ スクリーン形式を含むさ
まざまなオプションで使用できます。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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スクリプト プロンプト ダイヤル エンジン スクリプトが実行中に再生する音声プロンプト。発信者がテレ
フォニー ユーザ インターフェイスを使用して操作を行うときに、発信者に対して再
生されます。
スケルチ

受信中の信号が非常に弱く雑音しかないときに、無線受信者への入力を停止する電
子回路。

スペクトル

電磁波分布において、利用可能な無線周波数。次の周波数は、公衆安全用として割
り当てられています。
高域 HF 25 〜 29.99 MHz
低域 VHF 30 〜 50 MHz
高域 VHF 150 〜 174 MHz
低域 UHF 406.1 〜 420/450 〜 470 MHz
UHF TV 共通 470 〜 512 MHz
700 MHz 764 〜 776/794 〜 806 MHz
800 MHz 806 〜 824/851 〜 869 MHz

スループット

データ通信システム（またはシステムの一部）を通過するビット、文字、またはブ
ロックの数。

せ
静的に設定されたトー
ン制御

LMR ゲートウェイの静的設定を使用して、LMR ゲートウェイに流入する各データ
ストリームにプリアンブルおよび保護トーン、またはどちらか一方を適用できます。
トラフィックがマルチキャスト アドレスで送信されると、無線はトーン制御シーケ
ンスによって要求された特定の無線チャネルに（プリアンブルの働きによって）自
動的に切り替わります。

セキュア チャネル

無線の共通無線ネットワーク（CAI）側で、安全な（暗号化またはスクランブルが
施された）通信を提供する無線に接続されたチャネル（データ ネットワークに設定
されているセキュリティのレベルは、LMR ゲートウェイとネットワーク接続デバイ
ス（PMC や Cisco Unified IP Phone など）間の通信のセキュリティによって決まりま
す）
。
チャネルが安全であることを示すために、サーバで設定されるアトリビュート。安
全なものとして設定された PTT チャネルは、VTG 内の安全でないチャネルと混合で
きません。
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無線システムの物理トランスポート レイヤを提供する、無線周波数伝送技術の 1 つ。
この技術は、デジタルおよびアナログのシステム環境と互換性があり、チャネル帯
域幅 5 〜 50 KHz をサポートします。

線形変調

そ
相互運用性

それぞれ異なるベンダーによって製造された装置が、ネットワーク上で互いに正常
に通信できる能力。

相互支援チャネル

相互支援や相互運用にのみ使用するように予約されている、国または地方のチャネ
ル。通常は、使用を規制する制約事項や指針が定められています。

た
帯域幅

ネットワーク信号に対して使用できる最高周波数と最低周波数の差。また、特定の
ネットワーク メディアやプロトコルのスループット キャパシティ測定値を表す場
合もあります。帯域幅は、信号の伝達に必要な周波数範囲をヘルツ（Hz）単位で指
定したものです。たとえば、音声信号は通常約 7 KHz の帯域幅を必要とし、データ
トラフィックは通常約 50 KHz の帯域幅を必要とします。

多重化

複数の情報チャネルを共通の伝送メディア上で組み合せること。電気通信の場合、
多重化の基本方式は時分割多重（TDM）と周波数分割多重（FDM）の 2 つです。

多目的ポリシー

サポートされている任意のアクションを含んだポリシー。テレフォニー ユーザ イン
ターフェイスまたは Cisco IPICS Administration Console を使用して呼び出すことがで
きます。

端末

通信チャネル上で、情報を送信、受信、または送受信できるデバイス。

ダイヤルアウト招待

選択したユーザ（複数可）を、選択した VTG に招待するアクション。
電話機のユーザをトーク グループに招待するために、ポリシー エンジンによって
ユーザにダイヤルアウトされる電話コール。

ダイヤルイン

ポリシー エンジンにダイヤルインされる電話コール。

Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド
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ダイヤルイン フロア
コントロール

一度に 1 人のダイヤルイン ユーザを VTG またはチャネルで発言できるようにする
機能。テレフォニー ユーザ インターフェイスには、ダイヤルイン ユーザをサポー
トするためのダイヤルイン フロア コントロール機能が用意されています。他の PTT
ユーザに対しては、フロア コントロールのサポートは提供されません。

ダイヤル エンジン ス
クリプト

テレフォニー ユーザ インターフェイス（TUI）を提供して、発着信する電話コール
を対話式で操作できるようにするため、Cisco IPICS ダイヤル エンジンが実行するス
クリプト。

ダイヤル番号

ポリシー エンジンおよび SIP プロバイダーで使用される電話番号。Ops Views ウィ
ンドウの Dial Information ペインで設定します。ユーザは、この番号をダイヤルする
とテレフォニー ユーザ インターフェイスにアクセスできます。

ダイヤル ピア

アドレスの設定対象にできるコール エンドポイント。Voice over IP の場合は、POTS
と VoIP という 2 種類のダイヤル ピアがあります。

ち
遅延時間

待機時間とキュー内のサービス時間の合計。

チャネル

単一の RF 伝送を実行するために必要な帯域幅が十分にある通信パス。環境によっ
ては、複 数の チャ ネル を 1 本の ケー ブル 上に 多重 化で きる 場合 もあ りま す。
Cisco IPICS には、ダイヤル直通、双方向、VTG、無線など、さまざまな種類のチャ
ネルがあります。チャネルは、動的にも静的にも割り当てることができます。チャ
ネルには、チャネルの伝送元を定義する 1 つまたは複数のチャネル接続が存在する
場合もあります。
「PTT チャネル」を参照してください。

チャネル間隔

1 つのチャネルの中央から、隣接する次のチャネルの中央までの距離。通常は KHz
単位で測定します。

チャネル キャパシティ 所定の制約の下で、チャネルで実現可能な最高の情報伝送レート。
チャネル接続

コンテンツ ストリームを受信するために使用する 1 つまたは複数の方式。たとえば、
1 つの特定のチャネルが、異なるロケーションの複数の異なるマルチキャスト アド
レスに存在する場合もあれば、異なるロケーションの複数の異なる無線に存在する
場合もあります。

チャネル フォルダ

チャネルの論理グループ。
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OL-12986-01-J

21

Glossary

つ
電子メール、SMS、ポケットベル、または電話機を使用して、選択したユーザ（複
数可）に通知を送信するアクション。必要な ID および電話番号は、ユーザごとの通
信プリファレンスで設定します。電話機を使用して送信する通知の場合は、通知プ
ロンプトを再生する前にユーザ認証が必要です。

通知

通知メッセージを送信する目的でユーザに発信される、電子メール、SMS、ポケッ
トベル、または電話コール。

て
ディスパッチャ

Cisco IPICS のディスパッチャは、VTG のセットアップ、会議を開始するための VTG
のアクティブ化、非アクティブ VTG およびアクティブ VTG に対する参加者の追加
と削除を担当します。また、アクティブな VTG およびイベントを監視し、必要に応
じて PMC ユーザをミュートまたはミュート解除し、ポリシーを管理することができ
ます。このポリシーは、特定の基準および指定の間隔に基づいて、VTG をアクティ
ブまたは非アクティブにします。ポリシー管理アクティビティには、ポリシーの作
成、変更、削除、表示、および実行のほか、特権のアクティブ化があります。

デジタル変調技術

チャネルを通じて後で伝送するために、デジタル データ シーケンスを搬送波信号に
乗せる技術。

伝送インジケータ

PMC スキンによっては、トラフィックの伝送中にこのインジケータが赤色に点
滅します。

と
トーク グループ

VTG またはチャネル。
職責の共通する無線ユーザで構成されたサブグループ。平常時にはグループ内の
ユーザとのみ共同作業し、他のサブグループとの無線インターフェイスを必要とし
ない無線ユーザをまとめたもの。

トーン シグナリング

遠端で終端することを意図した任意の形式の無線可聴信号。たとえば、アラート
トーン、DTMF トーン、呼び出しトーンなどがあります。
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トーン周波数

特定の形式の機能トーン。周波数の選択を無線に指示する信号で使用されるトーン
です。この可聴トーン周波数は、ルータで生成され、特定のシーケンスに組み込ま
れて、トーン制御機能を実行します。

トーン制御

インバンド トーン シーケンスを使用して、無線エンドポイントの動作を変更するプ
ロセス。インバンド トーンを使用すると、無線周波数（RF）チャネルの変更（再
チューニング）、伝送パワー レベルの変更、チャネルの監視などの機能を制御でき
ます。トーン制御の最も基本的な形態（キーイング トーン）は、無線へのキー入力
に使用されます。Cisco IPICS ソリューションでは、制御対象の無線は、LMR ゲー
トウェイの E&M リード線に直接接続されます。

トランク

ネットワーク トラフィックが伝送される 2 台のスイッチ間に存在する、物理的およ
び論理的な接続。テレフォニーの場合、トランクは、2 つのセントラル オフィス
（CO）間、または CO と PBX 間にある電話回線です。

トランク（システム）

RF チャネルの選択およびアクセスを含めて、無線操作のすべての項目を中央で管理
するための機能一式を備えたシステム。

トランク無線システム

複数のチャネル ペアを単一のシステムに統合します。ユーザがメッセージを伝送し
ようとすると、現時点で未使用のチャネル ペアをトランク システムが自動的に選択
し、ユーザに割り当てて、チャネルが空くまで待機する確率を減らします。

トリガー

手動操作なしで定期的にポリシーを呼び出すための、時間ベースのイベント。

動的無線チャネル（動
的制御）

クライアントがチャネルを利用できるように、無線の特性をプリセットするために
使用される制御。

な
ナローバンド チャネル 占有する帯域幅が 20 KHz 未満のチャネル。

ね
ネットワーク

通信エンティティを相互に接続したもの。
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は
ハイバンド周波数

VHF 帯域のうち、周波数レベルが比較的高いものを指します。通常は 138 〜 222
MHz です。

波長

信号を振幅と時間の平面図として表現したもの。

発言者の調停

Push-to-Talk システムにおいて、アクティブなオーディオ ストリームの決定に使用
される手順。

搬送波

情報伝達信号による変調に適したウェーブ。

パケット

制御情報を含んだヘッダーを含めて、情報を論理的にグループ分けしたもの。通常
は、ユーザ データも含まれています。

パケット スイッチング パケットの伝送中だけチャネルが使用されるように、アドレス指定付きのパケット
を使用してデータをルーティングおよび伝送するプロセス。伝送が完了すると、チャ
ネルは他のトラフィックの伝送に使用できる状態になります。

ひ
非アクティブ

Activate ボタンを再度クリックしてチャネルを非アクティブにするか、接続が終了
すると有効になる VTG 状態。PMC のボタンは、すべて強調表示が解除されます。

非アクティブ VTG

使用できる状態で保持されている VTG。Cisco IPICS サーバは、ポリシーによって自
動的に、またはディスパッチャによって手動でアクティブにできる状態で、非アク
ティブ VTG にユーザの入力した情報を保存します。

ふ
復号化

暗号化されたデータに暗号化アルゴリズムを逆用して、当該のデータを暗号化され
ていない元の状態に復元すること。

複数選択ボタン

PMC のすべてのチャネルをオーディオ伝送用に選択または選択解除する機能を提
供します。
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フレーム

伝送メディアのデータリンク層で送信される情報を、論理的にグループ分けしたユ
ニット。このユニットの内部に保持されるユーザ データをカプセル化し、同期化と
エラー制御に使用されるヘッダーおよびトレーラのことを指す場合もあります。OSI
(Open System Interconnection; オープン システム インターコネクション ) 参照モデル
各層における論理的な情報グループを指すものとしては、セル、データグラム、メッ
セージ、パケット、およびセグメントという用語もあります。

フロア コントロール

Push-to-Talk の発言者を調停するための標準メカニズム。

プリアンブル

伝送に先行する一連のトーン。通常、プリアンブルには HLGT および機能トーンが
含まれます。

プロトコル

通信機能の実行に必要な一続きの処理について規定した、一意の規則の集合。

へ
変調

搬送波の特性を、情報伝達信号に合わせて変化させるプロセス。またはその結果。

米国公共保安計画諮問
委員会

821 〜 824 MHz 帯および 866 〜 869 MHz 帯を米国全体で計画的に割り当てることを
目的として設立された委員会。

米国情報通信庁

テレコミュニケーションおよび情報ポリシーについて、大統領への主要な助言機関
として機能する、米国の上級支庁。連邦政府による無線周波スペクトル利用の管理
を担当します。

ベース ステーション

陸上移動無線サービスにおける、陸上ステーション。個人向け通信サービスの場合
は、一定の場所に常設され、1 つまたは複数のコールを処理するすべての無線装置
の一般的な呼称。

ほ
保護トーン

保存された VTG

最も一般的な保護トーンは、High Level Guard Tone（HLGT; 高レベル保護トーン）と
Low Level Guard Tone（LLGT; 低レベル保護トーン）です。HLGT は、機能トーンが
続くことを無線に知らせるために使用されます。LLGT は、保留トーンまたはキー
イング トーンとして使用されます。「キーイング トーン」を参照してください。
「非アクティブ VTG」とも呼ばれます。
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ポータリゼーション

クライアント アプリケーションのインターフェイスおよび機能をカスタマイズす
るための、Web プログラミング パラダイム。

ポリシー

ポリシーには、連続的に実行される 1 つまたはそれ以上のアクションが含まれてお
り、Cisco IPICS Administration Console またはテレフォニー ユーザ インターフェイス
を使用して手動でアクティブにすることができます。Cisco IPICS は複数のポリシー
タイプをサポートしています。

ポリシー チャネル

ディスパッチャがセットアップし、指定チャネルとして設定できるチャネル。つま
り、管理者がディスパッチャと対話できるように常に開いているチャネルです。

ポリシー適用ステータ
ス

ポリシー適用が成功したか、失敗したかを示すインジケータ。ポリシーに含まれて
いる各アクションのステータスは、Cisco IPICS Administration Console で確認できま
す。

ま
マルチキャスト

ネットワークによってコピーされ、特定のネットワーク アドレス サブセットに送信
される単一パケット。ネットワーク上で、単一の送信者から複数の受信者に送信さ
れる通信のことを指します。

マルチキャスト アドレ 複数のネットワーク アドレスを指すことができる単一アドレス。
ス
マルチキャスト アドレ Cisco IPICS では、このタイプの接続を使用して PMC がマルチキャスト チャネルに
直接チューニングできるようにしています。マルチキャスト アドレス / ポートの組
ス / ポート
み合せは、ゲートウェイおよび RMS コンポーネントでも使用されます。
マルチキャスト プール マルチキャスト プールの一部として定義されているマルチキャスト IP アドレス。
ディスパッチャが VTG をアクティブにすると、Cisco IPICS はこのリソース プール
にあるマルチキャスト アドレスを割り当てます。

む
無線制御サービス

手動操作なしで無線を目的のチャネルに合わせてチューニングできる、Cisco IPICS
システムの論理要素。シリアル制御エンティティを指します。
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無線装置

人為的な操作なしに電磁波を変調し、空間に放射して遠隔地と通信するための装置、
相互接続されたシステム、または装置のサブシステム（送信と受信の両方）。この装
置には、マイクロ波装置、衛星設備、および携帯電話機器は含まれません。

無線チャネル

無線通信に利用できる、割り当てられた周波数帯域を指します。無線チャネルの帯
域幅は、伝送のタイプと周波数のトレランス（許容差）によって異なります。

（無線の）チューニン
グ

無線の現在の送受信周波数を変更すること。通常、このタスクは、ある種の無線制
御を伴うプリセットを使用して実行されます。

め
メガヘルツ（MHz）

1,000,000 Hz を表す周波数単位。

ゆ
ユーザ

Cisco IPICS のユーザは、自分のログイン情報を設定し、PMC アプリケーションをダ
ウンロードし、PMC スキンをカスタマイズし、オーディオ デバイスの設定に使用さ
れる通信プリファレンスを指定することができます。ユーザは、あらかじめ定義さ
れているユーザ ID およびプロファイルを使用することで、Cisco IPICS IP ポリシー
エンジンのテレフォニー ダイヤル機能を通じ、PMC、サポートされている Cisco
Unified IP Phone モデル、および公衆電話交換網（PSTN）を使用して PTT チャネル
および VTG に参加できます。ユーザには、システム管理者、ops ビュー管理者、オ
ペレータ、ディスパッチャなどの Cisco IPICS ロールを 1 つまたはそれ以上与えるこ
とができます。

ユニキャスト

ポイントツーポイントでの伝送、または、単一のネットワーク送信先に送信される
メッセージを指します。

ら
ラッチ

Cisco IPICS ユーザが PTT チャネルにロックインすることを可能にする PMC の機
能。
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り
リモート接続

Cisco IPICS は、このタイプの接続を使用して RMS コンポーネントへの SIP ベー
ス トランキングを提供します。RMS コンポーネントは、マルチキャスト チャ
ネルへと直接チューニングされます。

る
ルート ユーザ ID

Cisco IPICS サーバ内のすべてのファイルにアクセスできる Cisco IPICS Linux ユー
ザ。セキュリティ性の高いパスワードを使用する必要があります。また、このユー
ザ ID には Linux オペレーティング システムのパスワード期限切れルールが適用さ
れます。

ろ
ローバンド周波数

VHF 帯域のうち、周波数レベルが比較的低いもの。通常は 25 〜 50 MHz です。

ロケーション

Cisco IPICS では、ロケーションは到達可能性を表します。つまり、同じロケーショ
ンに関連付けられたチャネルまたはユーザは、他にネットワーク設定をしなくても
互いに通信できます。ロケーションは、サーバでの定義に応じて、物理的な場所を
指す場合も、仮想的な場所を指す場合もあります。

わ
ワイドバンド チャネル 占有する帯域幅が 20 KHz を超えるチャネル。
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