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C H A P T E R 5
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 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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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。

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

http://support.microsoft.com/
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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。

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

（注） 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 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。 

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

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

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


第 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

5-12
Cisco IPICS トラブルシューティング ガイド

OL-12986-01-J

• 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。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5057/tsd_products_support_series_home.html
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• 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）

（注） 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。

ヒント 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。

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

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

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_white_paper09186a00801545e4.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_white_paper09186a00801545e4.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_white_paper09186a00801545e4.shtml
http://www.cisco.com/en/US/customer/support/tsd_tac_case_collection.html
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。

http://support.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/
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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。

http://support.microsoft.com/
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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。

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

ヒント 「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。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/tsd_products_support_series_home.html
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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

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/tsd_products_support_series_home.html
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。

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

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

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

http://support.microsoft.com
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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>

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

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

（注） SIP ベースのリモート接続に失敗した場合、PMC は、チャネルの横に黄色い三角

形の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。
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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。

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

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
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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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他のユーザの音声は聞こえますが、こ

ちらの音声が相手に伝わりません。

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

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

ダウンロードしようとすると、PMC は

現在ダウンロードできないことを示す

エラー メッセージが表示されることが

あります。

この問題が発生するのは、サーバで pmcsetup.exe ファイルが

誤って修正、移動、改名、または削除された場合です。シス

テム管理者に連絡してください。

会話中に発言すると、他のユーザから、

音声が途切れることがあると言われま

す。

VAD が有効になっている場合は、Channels メニューでその

設定を無効にします。VAD 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。

表 5-1 PMC のエラー状態（続き）

問題 解決策

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7026/tsd_products_support_series_home.html
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発言すると、他のユーザから音声が小

さいと言われます。

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

認します。必要であれば、マイクロフォンを 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

のようなノイズが連続的または断続的

に聞こえると言われます。

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

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

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、

「invalid user or password」というエラー

メッセージが表示されます。

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

されたパスワードが誤っているか、またはユーザ名が

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。

表 5-1 PMC のエラー状態（続き）

問題 解決策

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

ボックスが表示され、サーバ証明書を

承認するように求められます。

PMC は、セキュアな通信のために Cisco IPICS サーバ証明書

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

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。

表 5-1 PMC のエラー状態（続き）

問題 解決策
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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)

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。 

表 5-1 PMC のエラー状態（続き）

問題 解決策

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