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はじめに

ここでは、Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフト

ウェア コンフィギュレーション ガイドの対象読者、使用方法、および構成について説明します。また、

表記法、およびサポート情報の概要を説明します。

ここでは、次の項について説明します。

 • 「マニュアルの変更履歴」（P.xiii）

 • 「対象読者」（P.xiii）

 • 「目的」（P.xiv）

 • 「マニュアルの構成」（P.xiv）

 • 「表記法」（P.xv）

 • 「関連資料」（P.xvi）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xvi）

マニュアルの変更履歴
次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。

対象読者
このマニュアルでは、Cisco TV コンテント デリバリ システム（以降、CDS と表記）を管理するネッ

トワーキング専門家を対象としています。このマニュアルは、すでに Cisco IOS XR ソフトウェア、

Cisco ISM（総合サービス モジュール）ラインカード、Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーショ

ン サービス ルータの作業経験があり、イーサネット、ローカル エリア ネットワーキング、TV スト

リーミングの概念および用語についての知識が必要です。

マニュアルのリビ

ジョン 日付 変更点

OL-24986-01-J 2011 年 4 月 初版
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目的
このマニュアルでは、Cisco TV CDS を設定およびモニタするために必要な情報を提供します。

このマニュアルでは、Cisco TV CDS で使用するために作成または変更されたコマンドの使用手順を

扱っています。これらのコマンドの詳細は扱いません。

このマニュアルでは、表示されるシステム メッセージまたは CDS の設置方法については説明しませ

ん。Cisco ISM（総合サービス モジュール）ラインカードのハードウェアの設置については、『Cisco 
ASR 9000 Series Aggregation Services Router ISM Line Card Hardware Installation Guide』を参照して

ください。マニュアルへのオンラインのリンクについては、「関連資料」（P.xvi）を参照してください。

資料の更新については、このリリースに対応するリリース ノートを参照してください。

マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章または付録 説明

第 1 章「製品概要」 コンテント デリバリ システムの概要について説明しま

す。

第 2 章「スタートアップ ガイド」 コンテント デリバリ システム マネージャ（CDSM）に

アクセス方法および操作方法について説明します。

第 3 章「CDS の設定」 Web ベースの CDSM ユーザ インターフェイスを使用し

て CDS を設定する方法について説明します。

第 4 章「システム モニタリング」 CDSM を使用して CDS コンポーネントをモニタリング

する方法について説明します。

第 5 章「システム レポート」 CDSM で使用可能な各レポートについて説明します。

第 6 章「ネットワーク デザイン」 コンテント デリバリ システムの可能なネットワーク ト
ポロジについて説明します。

第 7 章「システム メンテナンス」 ソフトウェア アップデートをインストールし、サービス

を再起動し、管理ユーザを追加し、サーバをシャットダ

ウンしてリブートするする方法について説明します。

付録 A「トラブルシューティング」 さまざまな問題の症状、考えられる原因、および推奨処

置を含む CDS のトラブルシューティング手順について

説明します。

付録 B「バルク コンフィギュレーション 
ファイルの作成」

バルク コンフィギュレーション XML ファイルの作成に

ついて説明します。

付録 C「SNMP MIB およびトラップ情報」 SNMP の情報、および Cisco TV CDS 独自の SNMP 情
報イベントおよびトラップについて説明します。

付録 D「Engineering アクセス レベルの

ページ」

Engineering アクセス レベルで表示できる CDSM ページ

について説明します。

付録 E「ソフトウェア ライセンス情報」 シスコとコンテント デリバリ システムの購入者間のソ

フトウェア ライセンス契約について説明します。
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表記法
このマニュアルでは、コマンド構文の説明とテキストの強調に次の表記法を使用しています。

注意 「要注意」の意味です。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。

（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。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。

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引数は、イタリック体で示しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z} 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ

で囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒

で区切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。string 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 string とみなされます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示し

ています。

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。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D という

キーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味しま

す。

<   > パスワードのように出力されない文字について、文脈上イタリック体を使

用できない場合には山カッコが使用されます。

!、# コード行の先頭にある感嘆符（!）またはポンド記号（#）は、コメント行

を表します。
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関連資料
以下の資料には CDS の詳細情報が説明されており、Cisco.com 次のサイトから入手することができま

す。

 • 『Release Notes for the Cisco TV CDS 2.4』

 • 『Cisco TV CDS 2.4 ISA Software Configuration Guide』

 • 『Cisco TV CDS 2.1–2.4 API Guide』

 • 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router ISM Line Card Hardware Installation Guide』 

 • 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services 
Routers』 

次の URL にあるソフトウェア マニュアルにアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7127/tsd_products_support_series_home.html

次の URL でハードウェア マニュアルにアクセスできます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7126/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7127/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7126/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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1
製品概要

この章では、Real Time Streaming Protocol（RTSP）環境に対応する Cisco TV コンテンツ デリバリ シ
ステム について簡単に説明します。この章では、主に次のトピックについて取り上げます。

 • 「概要」（P.1-1）

 • 「コンテンツ デリバリ システム のアーキテクチャ」（P.1-5）

概要
Cisco TV コンテンツ配信システム（CDS）は、加入者にパーソナライズされたエンターテインメント

およびインタラクティブ メディアを提供するために、互いに連携するコンテンツ配信アプリケーショ

ン（CDA）を実行するコンテンツ配信エンジン（CDE）の分散型ネットワークです。

Cisco TV CDS には、コンテンツを配信し、配信を高速化するさまざまなメカニズムがあります。CDS 
は電子番組ガイド（EPG）、セットトップ ボックス（STB）、およびビデオ伝送システムのエンドツー

エンド ソリューションを提供するバックオフィスのアプリケーションを相互運用します。

Cisco TV CDS 機能は、5 つの領域に分割できます。

 • 取り込み

 • ストレージ

 • キャッシング

 • ストリーミング

 • 管理

CDS の各 CDE は、これらの機能のうち CDE 上で実行される CDA で決定された 1 つ以上の機能を担

当します。表 1-1 に、TV Content Delivery System Manager（CDSM）が使用する名前と CDA の名前

との関係を示します。

表 1-1 CDA の機能と CDSM とのマッピング 

CDA 名 機能 CDSM デバイス名

Vault 取り込みおよびストレージ Vault

コンテンツ キャッ

シュ

Vault と Streamer 間のコンテンツ配信 Caching Node

TV Streamer コンテンツ キャッシング、パーソナライゼーション、

STB へのストリーミング

Streamer
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図 1-1 に、TV CDS ネットワークを展開する方法を示します。一般にバックオフィスと呼ばれるビジネ

ス管理システム（BMS）では、サービス プロバイダーはビデオ オン デマンド（VOD）サーバ、ネッ

トワーク、課金システムおよびその他のシステム コンポーネントを使用してオンデマンド サービスを

展開できます。アセット マネジメント システム（AMS）は、BMS がピッチングとキャッチングに関

する機能を処理している間に、ヘッドエンドおよびノード サーバのコンテンツを管理します。BMS と 
AMS との間で一部の機能が重複する場合があります。

Vault および Streamer のアレイによる CDS と、Vault、Caching Node、および Streamer のアレイによ

る仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）の 2 種類のシステムが TV CDS で使用できます。CDSM 
は、CDS 内の Vault および Streamer を管理します。VVIM は、中央集中型管理により VVI 内の 
Vault、Caching Node、および Streamer を管理します。ネットワーク設計と VVI 管理の詳細について

は、「TV CDS トポロジおよび VVI トポロジ」（P.6-2）を参照してください。図 1-1 に、CDS および 
VVI 両方の概要を示します。

図 1-1 コンテンツ デリバリ システム および仮想ビデオ インフラストラクチャのシステム概要図

Cisco TV CDS ソリューションには、3 つの主要な要素があります。

 • 1 つ以上の Vault サーバで構成されている Vault アレイ。Vault アレイは、ビデオ オン デマンド

（VOD）コンテンツの取り込みと信頼性の高い保管を実行します。Vault アレイ内の Vault サーバ

数は、システムが提供するコンテンツ量および冗長性の程度によって決定されます。

TV MediaX Suite アセットベースおよびリアルタイムのコンテンツの両方

に対する、コンテンツ取り込みワークフローとタスクの

スケジュールの支援

CDSM

TV Content 
Delivery System 
Manager

管理 CDSM

表 1-1 CDA の機能と CDSM とのマッピング（続き）

CDA 名 機能 CDSM デバイス名

HFC

RF 

 

CDSM
VVIM

Vault 
GigE

RF

Raw
1  12 GigE4  6 GigE

25
20

20

1  12 GigE

 

1  12 GigE
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 • 1 つ以上の Streamer サーバによってそれぞれ構成された 1 つ以上の Streamer アレイ。Streamer ア
レイは、ユーザ要求に応じてコンテンツのパーソナライズおよびストリーミングを実行します。

Streamer サーバと Streamer アレイの数は、導入されたストリーム数と各ネットワークと冗長性の

要件に 適なトポロジによって決まります。

 • CDSM サーバ。Content Delivery System Manager は、Vault および Streamer サーバを管理し、イ

ベント ログを収集し、レポート ツールを提供するために使用されます。

（注） 小型システムでは、Vault と Streamer の機能を 1 台のサーバに搭載した、統合 Streamer-Vault（ISV）

サーバが使用できます。

Cisco TV VVI ソリューションには、4 つの主要な要素があります。

 • 1 つ以上の Vault で構成された 1 つ以上の Vault Group。Vault は、VOD コンテンツの取り込みと

信頼性の高い保管を実行します。Vault グループ内の Vault 数および Vault Group 数は、システムが

提供するコンテンツ量および冗長性の程度によって決定されます。

 • 1 つ以上の Caching Node で構成された 1 つ以上の Cach Group。Caching Node は Vault と 
Streamer 間の階層として動作することで、多層の仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）の設

計での柔軟性を提供します。Caching Node は、コンテンツ配信を容易にし、ネットワーク バック

ボーンから配信トラフィックを削減します。

 • 1 つ以上の Streamer によってそれぞれ構成された 1 つ以上の Stream Group。Stream Group は、

ユーザ要求に応じてコンテンツのパーソナライズおよびストリーミングを実行します。Streamer 
と Stream Group の数は、導入されたストリーム数と各ネットワークと冗長性の要件に 適なトポ

ロジによって決まります。

 • CDSM は同じアレイの Vault、Streamer、および Caching Node を管理し、イベント ログを収集

し、レポート ツールを提供するために使用されます。分割ドメイン管理システムの設定では、す

べての Streamer を管理する Stream Manager と、すべての Vault および Caching Node を管理する 
Virtual Video Infrastructure Manager（VVIM）があります。

TV CDS ソフトウェア

CServer と呼ばれる Cisco TV CDS のカーネル ソフトウェアは、1 つのリソースのようにネットワーク

全体が動作し管理できるように、CDE の物理リソースをプール、ロード バランス、および調整する論

理ネットワークを作成します。

CServer は必要な帯域幅を 小限に維持しながら、Vault と Streamer 間のコンテンツの高速移動を容易

にします。そのために、Cisco TV CDS ソフトウェアはギガビット イーサネット ネットワーク上で独

自のプロトコル（Cache Control Protocol（CCP））を使用します。すべてのコンテンツは Vault サーバ

上に確実に保持され、Streamer サーバでも大量のコンテンツが保持されます（すべてのコンテンツが

保持されるわけではありません）。多層のキャッシング アーキテクチャである Cisco CCP は、関連する

ソフトウェア アルゴリズムを使用してコンテンツのセグメントがそのコンテンツの要求がある 
Streamer だけに配信されるようにします。TV CDS ソフトウェア モニタは、ユーザ要求の頻度をモニ

タし、ダイナミック ランダム アクセス メモリ（DRAM）またはサービス提供中の Streamer 上のディ

スク キャッシュにコンテンツを適切に配置します。

コンテンツは、帯域幅の可用性を考慮しながら、Streamer からのキャッシュフィル コールに応じて、

タイミングよくネットワーク全体に配布されます。配信は、帯域幅が十分にあればリアルタイム配信よ

りも高速です。TV CDS ソフトウェアが Streamer サーバに保持するコンテンツは、常に も人気があ

るコンテンツになります。つまり、 も多くの加入者に要求されたコンテンツです。ユーザ要求には、

通常 Streamer のキャッシュを返します。Streamer のローカル キャッシュに存在しないコンテンツの要
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求は、Vault から取り出されて Streamer でキャッシュされ、加入者にストリーミングされます。再生に

関しては、コンテンツが格納されている場所にかかわらず、すべてのコンテンツは Streamer に対して

ローカルで、コンテンツのストリーミングがほぼ即時に実行されるように見えます。

Caching Node
Caching Node は Streamer の中間フィル ソースです。Caching Node は仮想ビデオ インフラストラク

チャ（VVI）に配置されます。VVI は配置タイプの TV CDS です。CDS では、サーバは他のグループ

のサーバと通信できません。VVI では、別々のグループのサーバが必要に応じて相互に通信できます。

Streamer および Caching Node は、他のグループ内のフィル ソースを動的に検出します。Streamer は、

ローカル（DRAM、ディスク キャッシュ、またはピアの Streamer）でないコンテンツのリモート サー

バ（他の Stream Group の Streamer および Caching Node）にキャッシュフィル コールを送信します。

VVI では、Caching Node は Streamer と CCP または HTTP を使用して通信できます。Caching Node 
の CCP Streamer および HTTP Streamer とのインターフェイス接続の詳細については、「Caching Node 
のワーク フロー」（P.6-9）を参照してください。

Streamer のロード バランシング

新しいストリームがグループの 適な Streamer に分散されるようにするために、各 Stream Group はメ

ンバー間で負荷分散プロトコルを使用します。 適な Streamer は、 もパフォーマンスが高いキャッ

シュ リソース（DRAM またはディスク）内に要求されたコンテンツを持つ Streamer か、容量が も

使用されていない Streamer です。このようにして、新しい Streamer は中断なく運用に組み込まれま

す。これは、新しいサーバがサービス提供を開始すると、新しいストリームが自動的に新しいサーバに

割り当てられるためです。さらに、グループのキャッシュ容量はグループ内のすべての Streamer の
キャッシュの合計となり、 適なシステム動作と 高のキャッシュ ヒット率を実現します。

CServer の機能

CServer は次の処理を担当します。

 • コンテンツの格納 

 • コンテンツのストリーミング

 • 取り込み帯域幅使用率の管理 

 • ストリーミング帯域幅使用率の管理 

 • Vault サーバ間のコンテンツのミラーリング 

 • Streamer サーバ上のコンテンツ保持の決定

Streamer コンテンツ配信アプリケーション

CServer が提供するサービスを利用して、CServer 上で、さまざまなアプリケーションがパーソナライ

ズされたエンターテインメント サービスを配信します。シスコは現在、次のアプリケーションを提供

しています。

 • VOD およびネットワーク パーソナル ビデオ レコーダ（nPVR）サービスを提供する TV Streamer 

 • アセットベースおよびリアルタイムのコンテンツの取り込みおよびワークフローに関するタスクの

スケジュールを簡素化する TV MediaX Suite

完全な TV CDS ネットワークでは、Vault、TV Streamer、および CDSM が必要です。TV MediaX 
Suite はオプションの CDA です。小規模な TV CDS ネットワークでは、ISV を Vault および TV 
Streamer の代わりに使用できます。
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TV Streamer CDA

TV Stream CDA は VOD 配信システムに使用されます。TV Streamer は、コンテンツのパーソナライ

ズおよび加入者のコントロールによるコンテンツの再生を実行します。

TV MediaX Suite CDA

TV MediaX Suite CDA は、アセットベースおよびリアルタイムのコンテンツの両方に対する、コンテ

ンツ取り込みワークフローとタスクのスケジュールを簡素化する一連のツールを提供します。TV 
MediaX Suite CDA は次の機能で構成されます。

 • Publisher：暗号化済みのコンテンツの取り込みを調整します。

 • Scheduler：リアルタイムのコンテンツをスケジュールするか、電子番組ガイド（EPG）からスケ

ジュールをインポートします。

コンテンツ デリバリ システム のアーキテクチャ
Vault および Streamer には、それぞれに TV CDS ソフトウェアを効率的に動作させるために必要とな

る重要な機能があります。統合 Streamer-Vault（ISV）サーバは、小規模ネットワークを対象に Vault 
および Streamer の両方の機能を組み合わせたサーバです。Content Delivery System Manager は、TV 
コンテンツ デリバリ システム ソリューションの設定、モニタリング、メンテナンス、およびレポート

作成を実行するブラウザベースのユーザ インターフェイスを提供します。VVI では、Caching Node は
多層の VVI キャッシュに対応する純粋なキャッシング レイヤが追加されます。図 1-2 に、Caching 
Node の追加に加え、TV コンテンツ デリバリ システム および TV 仮想ビデオ インフラストラクチャ

のさまざまな要素を示します。

図 1-2 コンテンツ デリバリ システム および仮想ビデオ インフラストラクチャの概要図

表 1-2 で、図 1-2 に示されているシステム要素について説明します。

Vault

 

CServer

 

CServerCServer
20

35
29
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Vault
Vault は、（FTP を使用してキャッチャーからコンテンツを受信するなどして）標準インターフェイス

上で配信されるコンテンツを取り込み、（トリックプレイ ファイルの生成など）要求された処理をすべ

て実行し、処理されたコンテンツをディスクに高い信頼性で格納します。Vault Group は、スケーラブ

ルな Vault で構成され、グループのメンバー間で取り込みおよびストレージの役割を分担しています。

Vault サーバは同じ場所に配置するか、または IP またはイーサネット ネットワーク上の複数の場所に

分散できます。各 Vault は同時に 大 160 チャネルの MPEG-2 トランスポート ストリーム（TS）コン

テンツを取り込み、 大 6000 時間の MPEG-2 TS 標準画質コンテンツ、2 個のコンテンツのミラー コ
ピー、および 1 個または 2 個のトリック ファイルを格納できます。

表 1-2 TV CDS および TV VVI の概要 

コンテンツ デリバリ シ
ステム の要素 説明

CServer CServer は、TV コンテンツ デリバリ システム 上で帯域幅管理、ストレー

ジの判別、リアルタイム ストリーミング プロトコル（RTSP）、
Lightweight Stream Control Protocol（LSCP）およびストリーム処理を扱

うカーネル ソフトウェアです。

データベース データベースは、現在の状態のすべての取り込みおよびストリーム、設

定、およびシステム統計情報を含む、システム情報を格納します。すべて

のサーバでグローバルなデータベース要素もあれば、ローカルなデータ

ベース要素もあります。たとえば、統計情報は、ローカル サーバと 
Content Delivery System Manager だけに格納されます。ストリーム オブ

ジェクトに関する状態は、すべての Streamer サーバに複製されます。

Content Delivery System Manager は、すべてのデータベース要素のスー

パーセットを格納しています。

管理 2 種類の管理機能があります。

 • Content Delivery System Manager：ブラウザベースのユーザ イン

ターフェイス

 • SNMP エージェント：Network Management System（NMS）イン

ターフェイス

ストレージ 4 つのレベルのストレージ（またはキャッシュ）があります。

 • すべてのコンテンツは Vault サーバに格納され、他の Vault にもミ

ラーリングされます。

 • 要求されたコンテンツは Caching Node に格納されます。

 • 直近に要求されたコンテンツ、または人気のあるコンテンツは、

Streamer として機能する ISM SAM のフラッシュ ベース メモリに格

納されます。

 • 現在要求されているコンテンツ、または人気のあるコンテンツは、

Streamer 上のランダム アクセス メモリ（RAM）に格納されます。

イベントの収集 Content Delivery System Manager は、レポート作成またはサード パー

ティ製アプリケーションのためにロギングされたイベントを収集します。

レポート Content Delivery System Manager は、ストリーム、人気のあるコンテン

ツ、帯域幅の使用率などの傾向調査および分析のパフォーマンスを向上さ

せるレポート作成ツールを提供します。
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Streamer
Streamer サーバは Vault からコンテンツを受信し、加入者にそのコンテンツを配信します。Streamer 
はネットワークのニーズによって容量が異なり、配信されているコンテンツのタイプによって異なるア

プリケーションを保持しています。現在、 大容量の Streamer は MPEG-2 TS 標準画質 VOD を約 
2500 ストリーム同時にストリーミングできます。Streamer は Vault と併設するか、またはリモート ロ
ケーションに分散できます。Stream Group は、ユーザ要求に応じてコンテンツのパーソナライズおよ

びストリーミングを実行します。Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カードは、Streamer 
として設定することができます。

Caching Node
Caching Node は Vault から Streamer にコンテンツを配信しやすくするために 10 Gbps スループットを

提供します。Caching Node は、CDS の階層ベースの階層を作成する機能を利用できます。Caching 
Node は VVI に配置されます。Vault は全国ネットワークでコンテンツを格納するために戦略的に配置

できる一方、Streamer は地域ネットワーク内に配置されます。Caching Node は Vault と併設するか、

または IP またはイーサネット ネットワークで地域の近くに分散できます。Cache Group は、グループ 
メンバー間で配信の役割を分担する Caching Node で構成されます。

Caching Node は CCP を使用して、Vault および Streamer と通信します。また、Caching Node は CCP 
の代わりに Streamer との通信に HTTP を使用できます。

統合 Streamer-Vault
統合 Streamer-Vault（ISV）サーバは、Vault および Streamer の両方の機能を 1 台のサーバで提供しま

す。

ISV サーバは標準インターフェイス上で配信されるコンテンツを取り込み、要求された処理をすべて実

行し、処理されたコンテンツをディスクに高い信頼性で格納します。ISV アレイはスケーラブルな ISV 
サーバで構成され、グループのメンバー間で取り込み、ストレージ、およびストリーミングの役割を分

担しています。

Content Delivery System Manager および Virtual Video 
Infrastructure Manager

Content Delivery System Manager（CDSM）および Virtual Video Infrastructure Manager（VVIM）

は、Web ブラウザ プログラムがアクセスできるブラウザベースのユーザ インターフェイスで、TV 
CDS または TV VVI ネットワークを管理できるように設計されています。

CDSM は、TV CDS に設定、モニタリング、トラブルシューティング、レポート作成、およびメンテ

ナンスを含む集中管理機能を提供します。

VVIM は、TV VVI に設定、モニタリング、トラブルシューティング、レポート作成、およびメンテナ

ンスを含む集中管理機能を提供します。中央集中型ドメイン管理設定の VVIM は Vault、Caching 
Nodes、および Streamer を管理します。分割ドメイン管理設定の VVIM は Vault および Caching Node 
を管理し、Streamer は Stream Manager が管理します。分割ドメイン管理の詳細については、「TV VVI 
管理」（P.6-6）を参照してください。
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CDS、VVI の両方で、すべての Vault および Streamer は、アレイ ID、グループ ID、およびサーバ ID 
で識別されます。CDSM GUI では、アレイ ID は、同じシステム内のサーバを識別し、グループ ID は
同じグループ（Vault Group または Stream Group）内のサーバを識別し、サーバ ID はサーバを識別す

る一意の番号になります。表 1-3 に、CDSM GUI ID の名前と、setupfile および .arroyorc ファイル内

の CServer 名とのマッピングを示します。

CCP Streamer が存在する VVI では、CDS と同様に、すべての Vault、Streamer、および Caching 
Node がアレイ ID、グループ ID およびサーバ ID で識別されます。CCP の Streamer が存在する VVI 
のグループ ID とサーバ ID は、同じシステムの他のグループとサーバ間で一意でなければなりません。

HTTP Streamer が存在する VVI でも、Vault、Streamer、および Caching Node は識別にアレイ ID、グ

ループ ID およびサーバ ID を使用しますが、Caching Node が HTTP を使用して Streamer と通信しな

がら、Vault および Caching Node が CCP を使用して通信できるようにする追加機能があります。グ

ループ ID およびサーバ ID が一意である必要はありませんが、一意にすることを推奨します。

CDSM と VVIM（および Stream Manager）には、システム、アレイ、およびサーバの 3 つの設定およ

びモニタリング レベルがあります。システム全体の設定は、マネージャが管理するすべてのサーバに

影響します。アレイレベルの設定は指定アレイまたはグループのすべてのサーバに影響し、サーバレベ

ルの設定は特定のサーバに変更を適用します。

CDSM および VVIM はドリルダウン アプローチで任意のストリームまたは取り込みポイントのステー

タス、またはハードウェアの任意の箇所の物理ステータスを表示します。

CDSM レポートにより、オペレータは TV CDS のあらゆる面を管理しやすくなります。ストリーム ト
ラフィックの情報、コンテンツの統計情報、およびサーバ データをネットワークのすべてのサーバか

ら収集し、自動的に関係を比較します。この比較では、ネットワーク ステータスの概要が表示され、

各サービス グループのコンテンツの使用度、ストリームの使用量、帯域幅の使用率などの統計情報の

レポートが作成されます。

VVIM のモニタリングおよびレポート機能により、オペレータは集中型管理キャパシティまたは分割

ドメイン管理キャパシティの TV VVI のあらゆる面を管理しやすくなります。分割ドメイン キャパシ

ティでは、VVIM は取り込みをモニタし、Stream Manager は自ドメインの Streamer のストリームをモ

ニタします。

図 1-3 に、CDSM のシステム モニタリング ページを示します。

表 1-3 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid
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図 1-3 Content Delivery System Manager ユーザ インターフェイス

復元力と冗長性

TV コンテンツ デリバリ システム は単一障害点が存在しないように設計されています。TV コンテンツ 
デリバリ システム には、アーキテクチャ内に複数レベルの冗長性が組み込まれています。これらのレ

ベルの冗長性により、Vault ディスク、Vault サーバ、Streamer ディスク、Streamer サーバ、ISV サー

バ、イーサネット接続、プロセッサ、および電源の障害発生によるお客様への影響の可能性を排除しま

す。

各サーバは、ピアの状態を常にモニタします。TV CDS の一意のリソース プールと自動フェールオー

バー技術によって、すべてのサーバがストレージおよびストリーミングの需要を処理することに常に寄

与できるようにします。サーバに障害が発生した場合、負荷は存続サーバ間に瞬時に再分散され、サー

ビスの継続性を確保します。

Vault ディスクの冗長性

Vault サーバはコンテンツを完全な 1：N の冗長性で保護します。ディスクに障害が発生した場合、

データは冗長サーバから取得可能となり、負荷が分散され、帯域幅が 適化されます。さらに、冗長コ

ンテンツの再生成では、特定のサーバ内のディスクの帯域幅だけではなく、Vault アレイ全体の帯域幅

を使用することで、再構築の時間を大幅に短縮します。障害の発生したドライブを急いで交換する必要

性はなくなり、四半期ごとに障害の発生した Vault ドライブを交換すれば済むようになります。

ミラーリング

ハードウェア障害が原因による損失からコンテンツを保護する基本的な方法は、ミラーリングです。コ

ンテンツは Vault に保存され、ポリシーに基づいて、Vault アレイの別の場所にミラーリングされます。

ミラー コピーの数は設定可能です。2 種類のミラーリングがあります。

 • リモート ミラーリング

 • ローカル ミラーリング
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リモート ミラーリングが使用される場合、設定された Vault ミラー コピーの数に基づいて、コンテン

ツのコピーが他の Vault のドライブにミラーリングされます。

ローカル ミラーリングが使用される場合、ドライブの 1 つに障害が発生した場合に別のドライブから

コンテンツが復元できるように、コンテンツのコピーが同じ Vault のすべての使用可能なドライブでミ

ラーリングされます。

ローカル ミラーリングはデフォルトではオンになっていません。一般的には、システムに単一の Vault 
だけが存在する場合のみに使用されます。

Vault サーバの復元力

Cisco TV CDS は、加入者に影響を与えずに Vault サーバ全体の損失を処理できます。バックオフィス 
スイートとの通信が、Vault マスターとして指定された Vault サーバによって実行されます。Vault マス

ターで障害が発生した場合、Vault アレイの残りのスレーブ Vault サーバの 1 台がマスターとして透過

的に引き継ぎます。残りの Vault は、Vault サーバの障害を検出し、保存されたすべてのコンテンツの

チェックを実行し、失われた Vault サーバの影響を受けた冗長なコンテンツを再生成します。この再生

成は、加入者の負荷によって消費されない予備のシステム帯域幅を使用して、バックグラウンドで実行

します。これにより、加入者に対するパフォーマンスを妥協することなく、再生成の期間を可能な限り

短くすることができます。

Vault マスター

管理インターフェイスの仮想 IP アドレスで指定された Vault マスターは、バックオフィスに対する 
Vault アレイの代表として使用され、新しいコンテンツの取り込みを処理します。

Vault Group の冗長性

Vault サーバの冗長性に加えて、Cisco TV CDS は Vault Group の冗長性を提供します。CDS に Vault 
Group の冗長性が設定されており、少なくとも 2 つの Vault Group が設定されている場合、システムは

加入者の環境に影響を与えずに Vault Group 全体の損失を処理します。コンテンツは 大 4 つの Vault 
Group（1 つの Vault Group がコンテンツの取り込み、 大 3 つの Vault Group がコンテンツのミラー

リングを実施）にミラーリングされ、異なる地域に存在していても構いません。プライマリ Vault 
Group がネットワーク、電源、または他の深刻な問題により使用不能になった場合、その Vault Group 
からコンテンツを要求している Streamer または Caching Node は、プライマリ Vault Group がオンライ

ンに戻り、コンテンツのキャッシュフィル要求に応答できるようになるまで、他の Vault Group に
フェールオーバーします。

Vault の冗長性によって、グループ内の各コンテンツの少なくとも 1 つのコピーが設定されたピア グ
ループにミラーリングされます。Vault Group ミラーリングは、プライオリティの低いプロセスとし

て、保証ストリーミング配信のパフォーマンスに影響を与えないように動作します。

（注） このリリースの Vault Group の 大数は 20 です。

Streamer ディスクの冗長性

Streamer のディスクは、ほとんどの VOD で実装されているような完全なコンテンツを保管するために

は使用されません。Streamer のディスクは TV CDS の多層キャッシング アーキテクチャの一部です。

Streamer のディスクが失われた場合、唯一の影響は、システムのキャッシング容量がわずかに低下す

ることです。その Streamer のディスクにキャッシュされていたコンテンツは、すべて Vault から再取

得されます。Vault からのコンテンツの再取得が加入者に影響を与えずに実行できるよう、Streamer 上
の RAM には加入者へのストリーミングに十分なコンテンツがキャッシュされています。たとえば、16 
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個のハード ドライブが搭載されている 5 台の Streamer から構成された Streamer アレイの場合、1 個の

ドライブが損失しても 1.25 % 未満の合計キャッシング容量が減るだけです。障害の発生したドライブ

を急いで交換する必要性はなくなり、四半期ごとに障害の発生した Streamer ドライブを交換すれば済

むようになります。

Streamer サーバの復元力

Cisco TV CDS アーキテクチャは、障害が発生した Streamer サーバにも利用できます。Streamer サー

バに障害が発生した場合、バックオフィスとの通信は別の Streamer に透過的に引き渡されます。TV 
CDS ソフトウェアにより、Streamer サーバに障害が発生すると、他の Streamer はその障害を認識し、

その加入者へのストリーミングを継続します。

Caching Node ディスクの冗長性

Caching Node のディスクは、ほとんどの VOD で実装されているような完全なコンテンツを保管する

ためには使用されません。Caching Node のディスクは TV CDS の多層キャッシング アーキテクチャの

一部です。Caching Node のディスクが失われた場合、唯一の影響は、システムのキャッシング容量が

わずかに低下することです。その Caching Node のディスクにキャッシュされていたコンテンツは、す

べて Vault から再取得されます。

Caching Node の復元力

Cisco TV CDS アーキテクチャは、障害が発生した Caching Node にも利用できます。Caching Node に
障害が発生した場合は、障害発生時に処理中だったキャッシュフィル送信が Streamer によって再要求

され、Cache Group 内の残りの Cache Node が新しい要求に応答します。

CDSM の冗長性

Cisco TV CDS は CDSM に 1+1 の冗長性を提供します。管理インターフェイスの仮想 IP アドレスで指

定されたプライマリ CDSM は、Web ブラウザ、および HTML API コールや SNMP コールなどのノー

スバウンド統合に対する CDSM の代表として使用されます。

すべての CDS サーバは、.arroyorc ファイル内のコントローラの IP アドレスを追跡します。CDSM の
冗長性では、他の CDSM の IP アドレスのみを持つ CDSM を除いて、両方の管理 IP アドレスが各 
CDS サーバの .arroyorc ファイルに指定されます。

statsd プロセスは、CDSM 間を移動できる仮想 IP アドレスで設定されます。プライマリ CDSM がネッ

トワーク、電源、または他の深刻な問題により使用不能になった場合、セカンダリ CDSM は仮想 IP ア
ドレスを引き継ぎ、管理者は 15 秒以内にセカンダリ CDSM に接続できます。

ログイン情報は CDSM 間で共有されません。管理者がログインし、フェールオーバーが発生すると、

管理者は他の CDSM に再ログインする必要があります。

CDS サーバ（Vault、Caching Node、Streamer、および ISV）は、テーブルの同期を含むプライマリお

よびセカンダリ CDSM の両方の複製に、冗長性がない場合と同様に参加します。ただし、CDS サーバ

はデータのレポートを 大 1 時間のみ保持できるため、CDSM が 1 時間を超えてダウンし、その後復

旧すると、各 CDS サーバからの 後の時間のレポート データのみ取得できます。これは、レポート 
データが、プライマリおよびセカンダリ CDSM 間で同期されていないことを意味します。レポート 
データは、カンマ区切り形式（CSV）ファイルで 24 時間ごとにアーカイブされ、30 日以上が経過した

ときにこれらの CSV ファイルは削除されます。
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イーサネット リンクの復元力

Cisco TV CDS アーキテクチャ内で使用されているすべてのイーサネット リンクには、リンク障害検出

による自動フェールオーバーが組み込まれています。これには、キャッシュフィル用の Vault アレイと 
Streamer アレイ間の相互接続や、加入者のストリームを転送ネットワークに流すイーサネット リンク

が含まれます。

スケーラビリティ

Cisco TV CDS はストリーミングとストレージを分割しています。これにより、CATV 事業者はスト

リーミング数に影響を与えることなくストレージを追加したり、ストレージに影響を与えることなくス

トリーミングを追加したり、VVI では、ストレージおよびストリーミングに直接影響を与えることな

く分散ノードを追加したりできます。この柔軟性により、CATV 事業者は、お客様のニーズに合わせ

て拡大し、必要に応じてシステムを拡張できます。たとえば、より多くのストレージが必要な場合、

CATV 事業者はシステムをオフラインにしないで Vault サーバを追加し、レイヤ 2 ネットワークで新し

いデバイスはアーキテクチャ内で自動的に検出され、新しいリソースはシステムによって自動的に使用

されます。追加のストリーミングが必要な場合、コンテンツ プロバイダーは、現在のサーバ内により

多くのストリーミング ライセンスを購入するか、システムをオフラインにせずに Streamer サーバをシ

ステムに追加します。



C H A P T E R
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この章では、TV CDS サーバの設定について説明します。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「デバイスの初期設定」（P.2-1）

 • 「TV CDSM へのログイン」（P.2-1）

 • 「CDS の初期化およびオプション機能のアクティブ化」（P.2-3）

 • 「CDSM のナビゲーション」（P.2-4）

 • 「ワーク フローの設定」（P.2-5）

この章では、CDS サーバがすでにインストールされているものと見なし、次の手順で CDS を設定およ

びモニタリングします。

デバイスの初期設定
CDS のネットワークに参加できる前にコンテンツ配信エンジン（CDE）を初期設定する必要がありま

す。TV Content Delivery System Manager（CDSM）を実行する CDE は、Streamer と Vault（オプ

ションで Caching Node）を実行する CDE または ISV がその CDE と通信できるように、 初に初期化

する必要があります。CDE の初期設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation 
Services Router ISM Line Card Hardware Installation Guide』または『Cisco TV CDS 2.2 Installation, 
Upgrade, and Maintenance Guide for the Cisco ISM (Integrated Service Module) Line Card』を参照し

てください。

CDE の初期設定は CDSM への接続を提供する基本的なネットワーク設定が含まれます。CDE にこれ

らの設定を行った後、CDSM を使用して CDS 内のすべてのサーバを設定および管理できます。

CDE を初期設定したら、 初に CDS を設定し、すべてのオプション機能をアクティブにする必要があ

ります。詳細については、「CDS の初期化およびオプション機能のアクティブ化」（P.2-3）を参照して

ください。

 TV CDSM へのログイン 
TV CDSM にログインするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Web ブラウザを使用して、CDSM の IP アドレスまたはホスト名を入力します。

たとえば、CDSM の IP アドレスが 192.168.0.236 の場合は、ブラウザ プログラムのアドレスまたはロ

ケーションのテキスト ボックスに http://192.168.0.236 と入力すれば、このファイルにアクセスできま

す。
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（注） CDSM の IP アドレスに関する現況のマニュアルを参照してください。冗長 CDSM がある場合

は、物理イーサネット インターフェイスの IP アドレスではなく仮想 IP アドレスを使用しま

す。

図 2-1 のように、[System Login] ページが表示されます。

図 2-1 システム ログイン ページ

（注） CDSM は、Microsoft Internet Explorer バージョン 6 以降をサポートしています。

ステップ 2 ユーザ名およびパスワードを入力し、[Log In] をクリックします。

組み込みユーザ名は admin、初期パスワードは admin です。

（注） 組み込みユーザ パスワードをできるだけ早く変更することを強く推奨します。詳細について

は、「ユーザ設定の編集」（P.7-3）を参照してください。

ヒント 次に CDSM 内を移動するには、ナビゲーション バーのオプションの 1 つ（たとえば [Maintain]）をク

リックし、タブのオプションの 1 つ（たとえば、[User]）をクリックしてから、左パネル メニュー オ
プションの 1 つをクリックします（たとえば、ユーザを追加）。上記手順のナビゲーション方向は、次

の例のとおりです。 

[Maintain] > [Users] > [Add Users] を選択します。
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ログアウト

任意のページで CDSM からログアウトするには、ページの右上の [Logout] をクリックします。図 2-2 
を参照してください。

図 2-2 ログアウト

 CDS の初期化およびオプション機能のアクティブ化
CDS の初期設定には、CServer バージョン、インストール タイプ、および設定プロセスを続行する前

に設定する必要のあるその他のパラメータの選択が含まれます。

Media Scheduler または Ingest Manager が導入の一部である場合は、これらの機能をアクティブにする

必要があります。

CDS を初期化するか、Media Scheduler と Ingest Manager をアクティブにするには、次の手順を実行

します。

ステップ 1 CDSM に admin としてログインするか、Master アクセスを持つ別のユーザ アカウントを使用します。

ステップ 2 Engineering アクセスを持つユーザを追加します。

a. [Maintain] > [User] > [Add Users] を選択します。[Add Users] ページが表示されます。

b. [New User] と [Password] フィールドに、このアカウントのユーザ名とパスワードを入力します。

c. [Access] ドロップ ダウン リストから、[Engineering] を選択します。

d. [Add User] をクリックします。

ステップ 3 CDSM からログアウトし、ステップ 2 で指定した Engineering アクセス レベルを持つユーザとしてロ

グインします。[CDSM Setup] ページが表示されます。

ステップ 4 導入のオプションを選択し、[Submit] をクリックします。このページのフィールドの詳細については、

「CDSM または VVIM 設定」（P.D-3）を参照してください。

ステップ 5 [Media Scheduler] セクションまでスクロールし、[Media Scheduler] フィールドの横にある [ON] オプ

ション ボタンをクリックします。

ステップ 6 [Activation Key] フィールドで、コンテンツ配信アプリケーション メディア スケジューラ（CDAMS）
製品の『Right to Use Notification』に記載されているソフトウェア アクセス キーを入力します。

ステップ 7 [Importer/Transformer Type]  フィールドで、[OCN] または [SA Tribune] を選択します。

[Importer/Transformer Type] は予想される EPG 形式、[Input Channels] ページのフィールド、および

フィールド、および予想される ADI メタ データを指定します。

ステップ 8 [Ingest Manager] セクションまでスクロールし、[Ingest Manager] フィールドの横にある [ON] オプ

ション ボタンをクリックします。

ステップ 9 [Activation Key] フィールドで、Content Delivery Application Ingest Manager（CDAIM）製品の

『Right to Use Notification』に記載されているソフトウェア アクセス キーを入力します。

ステップ 10 [Submit] をクリックします。
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CDSM のナビゲーション

ステップ 11 CDSM からログ アウトします。

CDSM のナビゲーション
[CDSM] ページは、図 2-3 示されている要素で構成されます。

図 2-3 CDSM ユーザ インターフェイス

タブには CDSM の任意のページからアクセスできます。

タブ オプションは適切なレベルを選択するために使用されます。[Configure and Monitor] ページでは、

選択したタブ オプションにより設定またはモニタリングがシステム全体に適用されるか、アレイ レベ

ルに適用されるか、または特定のサーバに適用されるかどうかが決定します。

オンライン ヘルプの使用方法

オンライン ヘルプが CDSM で使用できます。任意のページの右上にある [Help] ボタンをクリックし

て使用できます。

状況依存ヘルプが表示ページに提供されます。

1 左パネル メニュー 4 ページのタイトル

2 タブ 5 メイン パネル

3 タブ オプション 6 ツール（ホーム、ヘルプ、ログアウト）

1 2 3 4 5 6

25
13

55
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CDSM では複数のレベルのヘルプが提供されます。

 • CDSM の各ページには、メイン パネルに通常表示される基本的なヘルプが含まれています。

 • [Help] ボタンは、別のブラウザ ウィンドウに状況依存ヘルプを表示します。このページの内容は、

[Help] をクリックしたときに表示していた CDSM のページによって異なります。ヘルプ システム

に入った後は、さまざまなナビゲーション ツールを使用してさまざまなトピックに移動できます。

 – [Back page]/[Forward page] ボタン

 – ページのコンテンツ内のリンク

 – ページの左側のナビゲーション パネルからアクセスする目次。

 – [Contents] アイコンは目次を表示または非表示にします。

 – [Print] アイコンは表示しているページを印刷します。

 • [Help] ウィンドウで [View PDF] ボタンをクリックすると、Cisco ISM（総合サービス モジュール）
ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドをすべて表

示できます。

ワーク フローの設定
CDS の CDE の初期インストールと設定を完了して CDSM へ接続を確認したら、CDS でコンテンツ配

信を設定することができます。設定のワーク フローは、次の 1 つ以上で構成されます。

 • CDS のワークフロー

 • VVI のワークフロー

 • TV MediaX の設定ワーク フロー

CDS のワークフロー

表 2-1 に、CDS でコンテンツ配信を設定するための基本的なタスクを、各章の関連するセクションへ

の参照と合わせて、推奨順序で表示します。

表 2-1 CDS の設定ワークフロー 

タスク 説明 詳細情報の入手先

admin パスワード

の変更

CDSM の管理者パスワードを変更します。 「ユーザ設定の編集」（P.7-3）

インターフェイス

の設定

CDS サーバ上でさまざまなインターフェイス

を設定します。

「インターフェイスの設定」

（P.3-58）
サーバの設定 インターフェイスの IP アドレスとポート、お

よび Quality of Service（QoS）などのその他

の設定を設定します。

「サーバの設定」（P.3-61）

ルート テーブル ルート テーブルはキャッシ ュ、ストリームと

ストリーム制御インターフェイスの宛先サブ 
ネットワークを識別します。ルート テーブル

はオプションです。

「ルート テーブルの設定」

（P.3-69）
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ワーク フローの設定

その他の設定、DNS 設定などは、任意の順序で実行できます。

VVI のワークフロー

仮想ビデオ インフラストラクチャは、中央管理および分割ドメイン管理が可能です。

中央管理ワークフロー

表 2-2 に、VVI で集中管理のコンテンツ配信を設定するための基本的なタスクを、各章の関連するセ

クションへの参照と合わせて、推奨順序で表示します。

Stream Group の設

定

Stream Group は、1 つ以上の Streamer で構成

されます。Stream Group は Stream Group の優

先順位によって、QAM ゲートウェイまたは宛

先サブネットワークに関連付けられます。

「Stream Group の設定」

（P.3-30）

IP の制御および設

定

Stream Group の制御サーバおよび設定サーバ

の IP アドレスを設定します。

「Control および Setup IP の設

定」（P.3-44）
QAM ゲートウェ

イ1
CDS の QAM ゲートウェイを設定します。 「QAM ゲートウェイの設定」

（P.3-4）
ヘッドエンドの設

定 1
サービス グループを Stream Group に関連付け

ます。

「ヘッドエンドの設定」（P.3-7）

取り込み調整 取り込みされたコンテンツのトリックモード

の速度を設定します。

「取り込み調整の設定」（P.3-18）

1. ストリーム宛先機能がイネーブルの場合、[QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページは [Stream 
Destination] ページに置き換えられます。詳細については、「ストリーム先の設定」（P.3-8）を参照してください。

表 2-1 CDS の設定ワークフロー（続き）

タスク 説明 詳細情報の入手先

表 2-2 VVI の設定ワーク フロー 

タスク 説明 詳細情報の入手先

管理者パスワード

の変更

CDSM の管理者パスワードを変更します。 「ユーザ設定の編集」（P.7-3）

インターフェイス

の設定

CDS サーバ上でさまざまなインターフェイス

を設定します。

「インターフェイスの設定」

（P.3-58）
サーバの設定 インターフェイスの IP アドレスとポート、お

よび Quality of Service（QoS）などのその他

の設定を設定します。

「サーバの設定」（P.3-61）

ルート テーブル ルート テーブルはキャッシ ュ、ストリームと

ストリーム制御インターフェイスの宛先サブ 
ネットワークを識別します。ルート テーブル

はオプションです。

「ルート テーブルの設定」

（P.3-69）

Stream Group の設

定

Stream Group は、1 つ以上の Streamer で構成

されます。Stream Group は Stream Group の優

先順位によって、QAM ゲートウェイまたは宛

先サブネットワークに関連付けられます。

「Stream Group の設定」

（P.3-30）
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その他の設定、DNS 設定などは、任意の順序で実行できます。

分割ドメイン管理作業のフロー

表 2-3 に、VVI で分割ドメイン管理（VVIM および Stream Manager）のコンテンツ配信を設定するた

めの基本的なタスクを、各章の関連するセクションへの参照と合わせて、推奨順序で表示します。詳細

については、第 6 章「ネットワーク デザイン」、および「CDSM または VVIM 設定」（P.D-3）を参照

してください。

IP アドレスの制御

および設定

Stream Group の制御サーバおよび設定サーバ

の IP アドレスを設定します。

「Control および Setup IP の設

定」（P.3-44）
Cache Group の設

定

Cache Group は、1 つ以上の Caching Node で
構成されます。

「Cache Group の設定」（P.3-37）

ストリームから

キャッシュへの

マップ

Cache Group は、Stream Group にマッピング

され、プリファレンスが指定されます。

「Stream Group のキャッシュ

フィル ソースへのマッピング」

（P.3-40）
QAM ゲートウェ

イ1
CDS の QAM ゲートウェイを設定します。 「QAM ゲートウェイの設定」

（P.3-4）
ヘッドエンドの設

定 1
サービス グループを Stream Group に関連付け

ます。

「ヘッドエンドの設定」（P.3-7）

取り込み調整 取り込みされたコンテンツのトリックモード

の速度を設定します。

「取り込み調整の設定」（P.3-18）

1. ストリーム宛先機能がイネーブルの場合、[QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページは [Stream 
Destination] ページに置き換えられます。詳細については、「ストリーム先の設定」（P.3-8）を参照してください。

表 2-2 VVI の設定ワーク フロー（続き）

タスク 説明 詳細情報の入手先

表 2-3 VVI 分割ドメインの設定ワーク フロー 

タスク マネージャ 説明 詳細情報の入手先

管理者パスワード

の変更

VVIM と Stream 
Manager

CDSM の管理者パスワードを変更します。 「ユーザ設定の編集」（P.7-3）

インターフェイス

の設定

VVIM と Stream 
Manager

CDS サーバ上でさまざまなインターフェイス

を設定します。

「インターフェイスの設定」

（P.3-58）
サーバの設定 VVIM と Stream 

Manager
インターフェイスの IP アドレスとポート、お

よび Quality of Service（QoS）などのその他

の設定を設定します。

「サーバの設定」（P.3-61）

ルート テーブル VVIM と Stream 
Manager

ルート テーブルはキャッシ ュ、ストリームと

ストリーム制御インターフェイスの宛先サブ 
ネットワークを識別します。ルート テーブル

はオプションです。

「ルート テーブルの設定」

（P.3-69）

Stream Group の設

定

Stream Manager Stream Group は、1 つ以上の Streamer で構成

されます。Stream Group は Stream Group の優

先順位によって、QAM ゲートウェイまたは宛

先サブネットワークに関連付けられます。

「Stream Group の設定」

（P.3-30）

IP の制御および設

定

Stream Manager Stream Group の制御サーバおよび設定サーバ

の IP アドレスを設定します。

「Control および Setup IP の設

定」（P.3-44）
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その他の設定、DNS 設定などは、任意の順序で実行できます。

TV MediaX の設定ワーク フロー

表 2-4 に、TV MediaX Suite CDA を設定するための基本的なタスクを、各章の関連するセクションへ

の参照と合わせてリストします。

Cache Group の設

定

VVIM Cache Group は、1 つ以上の Caching Node で
構成されます。

「Cache Group の設定」（P.3-37）

Cache Group ロ
ケータ

Stream Manager VVIM ドメインで Cache Group を探します。 「Cache Group の検索」（P.3-33）

ストリームから

キャッシュへの

マップ

Stream Manager Cache Group は、Stream Group にマッピング

され、プリファレンスが指定されます。

「Stream Group のキャッシュ

フィル ソースへのマッピング」

（P.3-40）
QAM ゲートウェ

イ1
Stream Manager CDS の QAM ゲートウェイを設定します。 「QAM ゲートウェイの設定」

（P.3-4）
ヘッドエンドの設

定 1
Stream Manager サービス グループを Stream Group に関連付け

ます。

「ヘッドエンドの設定」（P.3-7）

取り込み調整 VVIM 取り込みされたコンテンツのトリックモード

の速度を設定します。

「取り込み調整の設定」（P.3-18）

1. ストリーム宛先機能がイネーブルの場合、[QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページは [Stream Destination] ページに置き換
えられます。詳細については、「ストリーム先の設定」（P.3-8）を参照してください。

表 2-3 VVI 分割ドメインの設定ワーク フロー（続き）

タスク マネージャ 説明 詳細情報の入手先

表 2-4 TV MediaX の設定ワーク フロー 

タスク 詳細情報の入手先

メディア スケジューラを入力するために使用されるデータ 
フィードのインポート タイプと ADI メタ データの処理に使用

される変換タイプを指定します。

「入力チャネルの設定」（P.3-25）

各チャネルをマルチキャスト グループの IP アドレスとポート

にマッピングし、チャネルのすべてのプログラムの設定を指

定します。

「入力チャネルの設定」（P.3-25）
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EPG ファイルをアップロードします。アップロード プロセス

中に、EPG ファイルはデータベース レコードに解析され、代

わりにメディア スケジューラが入力されます。

「EPG ファイルのアップロード」

（P.7-10）

コンテンツの取り込みをスケジューリングします。

メディア スケジューラは次を実行します。

1. EPG ファイルの値は [Input Channels] ページの値と組み

合わされ、ADI メタデータ XML ファイルが作成されま

す。

2. データベース レコードはメディア スケジューラ設定（ス

ケジュール済み、未スケジュール、スケジュール用にマー

ク済み、など）に従ってマークされます。

3. ADI メタデータがバックオフィスにパブリッシュされま

す。

「Media Scheduler の設定」

（P.3-49）

表 2-4 TV MediaX の設定ワーク フロー（続き）

タスク 詳細情報の入手先
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CDS の設定

この章では、CDS サーバの設定について説明します。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「システム レベルの設定」（P.3-1）

 • 「アレイ レベルの設定」（P.3-28）

 • 「サーバ レベルの設定」（P.3-58）

（注） 分割ドメイン管理で仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）がイネーブルの場合、Vault または 
Caching Node に関連付けられた CDSM ページは VVI Manager（VVIM）にだけ表示され、Streamer 
に関連付けられた CDSM ページは Stream Manager にだけ表示されます。詳細については、「仮想ビデ

オ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

システム レベルの設定
[System Level] タブには次の設定オプションがあります。

 • DNS サービスの設定

 • NTP サービスの設定

 • ホスト サービスの設定

 • アレイ名の設定

 • QAM ゲートウェイの設定

 • ヘッドエンドの設定

 • ストリーム先の設定

 • Bandwidth Manager の設定

 • Ingest Manager の設定

 • Authentication Manager の設定

 • リダイレクト サーバの設定

 • 取り込み調整の設定

 • IP ニックネームの設定
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 • Media Importer の設定

 • コール サインの設定

 • 入力チャネルの設定

 • ソース出力ポートの設定

（注） [System Level] の設定は、CDS のすべてのアレイとサーバに配信されます。

DNS サービスの設定

[System DNS] ページは、16 までのドメイン サフィクスおよび 16 台までの DNS サーバを設定するた

めに使用します。

現在の DNS システム レベルの設定を表示するには、[Configure] > [System Level] > [System DNS] を
選択します。

（注） リリース 2.0 以前のリリースからリリース 2.2 へ TV CDS ソフトウェアをアップグレードしている場

合、新しい DNS データベース構造に読み込むために以前のドメイン サフィクスを持つ設定を [Submit] 
するようにシステムから求められます。

DNS サービスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [System DNS] を選択します。[System DNS] ページが表示されます。

ステップ 2 必要に応じて DNS システム レベルの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-1 を参照

してください。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

DNS 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Delete Entry] をクリックします。

表 3-1 DNS サービスのフィールド

フィールド 説明

New Domain Suffix 適宜、未修飾ホスト名を完全修飾するために使用する内部ドメインを指定しま

す。たとえば BMS として OpenStream を使用している場合は、OpenStream が
使用しているものと一致するサブドメイン（たとえば、bms.n2bb.com）を指定

します。それに応じて、CORBA トランザクションで使用される contentstore 
などの未修飾ホスト名は contentstore.bms.n2bb.com に正しく解決されます。

New DNS Server DNS サーバの IP アドレス。
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NTP サービスの設定

[System NTP Server] ページは 大 16 台の NTP サーバを設定するために使用します。すべての CDS 
サーバ（Vault、Streamer、および Caching Node）のクロック、ならびに CDS の CDSM および VVIM 
は、CDSM および VVIM についての統計情報を取得するために同期する必要があります。

現在の NTP システム レベルの設定を表示するには [Configure] > [System Level] > [System NTP 
Server] を選択します。

NTP サービスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [System NTP Server] を選択します。[System NTP Server] ページが表

示されます。

ステップ 2 [New NTP Server] フィールドに、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

NTP 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Delete Entry] をクリックします。

CDS サーバの時間帯を設定、または CDSM または VVIM の NTP を設定する方法については、「他の 
NTP の設定」（P.3-78）を参照してください。

ホスト サービスの設定

[Host Service] ページには、DNS サービスの代替またはバックアップとして、ホスト名と、関連付けら

れている IP アドレスを入力するオプションがあります。システムは DNS サービスを検索する前にホス

ト サービス テーブルを検索します。ホスト サービス設定は DNS サービスの代替またはバックアップ

と見なされます。

現在のホスト サービスの設定を表示するには、[Configure] > [Host Service] を選択します。現在設定

されているホスト名がページの下部に表示されます。

ホスト サービスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Host Service] を選択します。[Host Service] ページが表示されます。

ステップ 2 必要に応じて、ホスト サービスの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-2 を参照し

てください。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。新しいエントリがページの下部にあるホスト表に追加されます。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

表 3-2 ホスト サービスのフィールド

フィールド 説明

Hostname 64 文字以下のホスト名。ホスト名の割り当てはオプションです。ホスト

名は、必ずしも完全修飾ドメイン名である必要はありません。

Host IP Address ホスト名に関連付けられている IP アドレス。
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ステップ 4 ホスト表にさらにホスト名を追加するには、ステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。

ホスト表のエントリを削除するには、そのエントリに関連付けられた [Delete] チェックボックスをオ

ンにし、[Delete] をクリックします。[Delete] チェックボックスをオフにするには、[Reset] をクリッ

クします。

アレイ名の設定

[Array Name] ページは、Vault アレイ、Streamer アレイ、または ISV アレイを定義するために使用し

ます。アレイの詳細については、「コンテンツ デリバリ システム のアーキテクチャ」（P.1-5）を参照し

てください。

（注） 現在 CDSM では、1 つの Vault アレイの作成のみが可能です。

現在の [Array Name] のリストを表示するには、[Configure] > [Array Name] の順に選択します。現在

設定されているアレイ名が一覧表示されます。

アレイ名を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Name] の順に選択します。[Array Name] ページが表示されます。

ステップ 2 サーバ グループの識別に使用するアレイ名を入力します。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

QAM ゲートウェイの設定

[QAM Gateway] ページは QAM ゲートウェイ デバイスおよび Streamer と QAM デバイス間の関連付

けを識別するために使用します。QAM ゲートウェイは通常、レイヤ 3 デバイスです。

（注） [QAM Gateway] ページは [Stream Destination] が [IPTV] に設定されている場合には使用できません。

詳細については、「ストリーム宛先」（P.D-4）を参照してください。

QAM ゲートウェイは Streamer と QAM のモジュレータとの間に存在するデバイスです。使用する

ネットワーク設計によって、QAM ゲートウェイは、レイヤ 3 ルーティング デバイス、ギガビット直交

振幅変調器（GQAM）、狭帯域サービス ゲートウェイ（NSG）、Path1 などのデバイスです。

単一サイト ステアリングは、RTSP 環境でサポートされます。単一サイト ステアリングは、QAM デバ

イスにストリームを配信するために 1 つの Stream Group だけを使用します。

（注） 単一サイト ステアリングでは Stream Group のすべての Streamer が同じ地理的な場所にあると想定さ

れます。
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単一サイト ステアリングには、[High] または [None] に Stream Group を設定するオプションがありま

す。1 つの Stream Group だけが [High] に設定できます。他のすべては [None] に設定します。単一サ

イト ステアリングを使用する CDS ネットワークでは、QAM デバイスにストリームを配信している 
Stream Group の 1 つの Streamer に障害が発生した場合、同じグループ内の別の Streamer が引き継ぎ

ます。

ARP
アドレス解決プロトコル（ARP）は、IP アドレスだけが分かっている場合に、ホスト MAC アドレス

を検出する方式です。[QAM Gateway] ページでは IP ゲートウェイの MAC アドレスを指定できます。

これを実行する理由には次の 3 つがあります。

1. スタティックに IP ゲートウェイの MAC アドレスを設定するため。

2. ARP が QAM ゲートウェイでディセーブルである。

3. すべてのパケットを特定の IP ゲートウェイに移動させるように、スタティックにネットワーク内

のすべてのデバイスを設定するため。

単一サイト ステアリングの場合、[QAM Gateway] ページでは、QAM ゲートウェイの IP アドレスを入

力するときに IP ゲートウェイの MAC アドレスを指定できます。高い優先順位の Stream Group からの

すべてのストリームが、指定した IP ゲートウェイにルーティングされます。

（注） すべての [QAM MAC] 設定を空白のままにして、Streamer に接続された次のレイヤ 3 デバイスの 
MAC アドレスを ARP が特定できるようにすることを推奨します。次のレイヤ 3 デバイスを指定する

には、「ルート テーブルの設定」（P.3-69） を参照してください。

QAM ゲートウェイの現在の設定を表示するには、[Configure] > [QAM Gateway] の順に選択し、ド

ロップダウン リストから QAM IP アドレスを選択し、[Next] をクリックします。

QAM ゲートウェイを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [QAM Gateway] の順に選択します。[QAM Gateway] ページが表示されます（図 3-1）。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレーション 
ファイルの作成」（P.B-2） を参照してください。

ステップ 2 ドロップダウン リストから、[enter new] を選択し、[Next] をクリックします。
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図 3-1 [QAM Gateway] ページ 

ステップ 3 必要に応じて、QAM ゲートウェイの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-3 を参照

してください。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

QAM ゲートウェイを編集するには、QAM IP アドレスを選択し、[Next] をクリックします。新しい設

定を入力し、[Submit] をクリックします。

表 3-3 QAM ゲートウェイのフィールド 

フィールド 説明

QAM IP QAM ゲートウェイの IP アドレス。

QAM MAC QAM モジュレータのパスの Streamer に接続された次のレイヤ 3 デバイスの MAC ア
ドレス。MAC アドレスの区切りのコロンは、入力してもしなくてもかまいません。

すべての [QAM MAC] 設定を空白のままにして、次のレイヤ 3 デバイスの MAC ア
ドレスを ARP が特定できるようにすることを推奨します。次のレイヤ 3 デバイスを

指定するには、「ルート テーブルの設定」（P.3-69） を参照してください。

Stream Group 
Preferences

各 Stream Group の優先順位を選択します。優先順位は次のとおりです。

 • [High]：この QAM にストリーミングする優先順位 1 番めの Streamer または 
Stream Group。

 • [None]：この QAM にストリーミングするためにこの Streamer または Stream 
Group は使用しません。

Stream Group の作成の詳細については、「Stream Group の設定」（P.3-30）を参照し

てください。
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QAM ゲートウェイを削除するには、QAM IP アドレスを選択し、[Next] をクリックし、[Delete 
QAM] をクリックします。

ヘッドエンドの設定

[Headend Setup] ページはサービス グループ ステアリング オプション機能に関連付けられています。

（注） [Headend Setup] ページは [Stream Destination] が [IPTV] に設定されている場合には使用できません。

詳細については、「ストリーム宛先」（P.D-4）を参照してください。

サービス グループ ステアリングは、サービス グループと Stream Group を関連付けるために使用しま

す。[Headend Setup] ページは、[QAM Gateway] ページよりも詳細です。[QAM Gateway] ページで

は、いずれの Stream Group がいずれの QAM ゲートウェイを扱うかの優先順位を割り当てられます。

[Headend Setup] ページは、いずれの Stream Group がいずれのサービス グループを扱うかの優先順位

を割り当てられます。

（注） [Headend Setup] ページは、サービス グループ ステアリング機能がイネーブルの場合にだけ表示されま

す。詳細については、「サービス グループ ステアリング」（P.D-9）を参照してください

（注） 特定のサービス グループのヘッドエンドを設定する前に、まず Stream Group を設定する必要がありま

す。「Stream Group の設定」（P.3-30）を参照してください。

ヘッドエンドを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Headend Setup] の順に選択します。[Headend Setup] ページが表示されます（図 3-2）。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「ヘッドエンド設定のバルク コンフィギュレーション ファ

イルの作成」（P.B-3） を参照してください。
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図 3-2 [Headend Setup] ページ

ステップ 2 [Select Service Group] ドロップダウン リストから、[Add New] を選択します。

ステップ 3 [New Service Group] フィールドに、サービス グループ名を入力します。

ステップ 4 各 Stream Group の優先順位を選択します。優先順位は次のとおりです。

 • [High]：このサービス グループにストリーミングする優先順位 1 番めの Streamer または Stream 
Group。

 • [Medium]：このサービス グループにストリーミングする優先順位 2 番め Streamer または Stream 
Group。

 • [Low]：このサービス グループにストリーミングする優先順位 後の Streamer または Stream 
Group。

 • [None]：このサービス グループにストリーミングするためにこの Streamer または Stream Group 
を使用しません。

Stream Group の作成の詳細については、「Stream Group の設定」（P.3-30） を参照してください。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

サービス グループを削除するには、[Select Service Group] ドロップダウン リストからサービス グルー

プを選択し、[Delete] をクリックします。

ストリーム先の設定

[Stream Destination] ページでは、サブネットワークを Stream Group に関連付けることができます。

[Stream Destination] ページは、Stream Group を特定の QAM デバイスと適切なサービス グループに関

連付ける [QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページの代替です。指定されたサブネットに 
Stream Group をマッピングすることは、各エンドユーザ デバイスが自身の IP アドレスを持つ IPTV 
ネットワークに適しています。
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（注） [Stream Destination] ページは、[Stream Destination] が [Cable] に設定されている場合は使用できませ

ん。詳細については、「ストリーム宛先」（P.D-4）を参照してください。

[Stream Destination] を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure]  > [Stream Destination] を選択します。[Stream Destination] ページが表示されます

（図 3-3）。

（注） バルク コンフィギュレーションがイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Action on Import] オプション、ならびに [Browse] および [Import] ボタンとともに表示

されます。 
 

バルク コンフィギュレーション XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックし

てファイルを特定し、[Action on Import] で [Add] を選択し、[Import] でファイルをインポー

トします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション XML ファイルで定義された設定を削除するには、[Browse] を
クリックしてファイルを特定し、[Action on Import] で [Delete] を選択し、[Import] をクリッ

クします。バルク コンフィギュレーション XML ファイルで定義されているすべてのサブネッ

トが削除され、ステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイ

ルの作成」（P.B-4） を参照してください。

ステップ 2 [Subnet] ドロップダウン リストから、[enter new] を選択します。

サブネットを編集するには、[Subnet] ドロップダウン リストからサブネットを選択します。
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図 3-3 [Stream Destination] ページ

ステップ 3 サブネット アドレスとサブネット マスクを入力し、[Submit] をクリックします。

（注） ネットワーク アドレス変換（NAT）を STB に使用する場合は、IP サブネットが、STB の内部

プライベート IP アドレスではなく、NAT デバイスのパブリックでルーティング可能な IP アド

レスを反映していることを確認します。

ステップ 4 各 Stream Group の優先順位を選択します。優先順位は次のとおりです。

 • [High]：このサブネットにストリーミングする優先順位 1 番めの Streamer または Stream Group。

 • [Medium]：このサブネットにストリーミングする優先順位 2 番め Streamer または Stream Group。

 • [Low]：このサブネットにストリーミングする優先順位 後の Streamer または Stream Group。

 • [None]：このサブネットにストリーミングするためにこの Streamer または Stream Group を使用し

ません。

（注） CDS ネットワークが単一サイト ステアリング設定で導入されている場合、[Stream Group 
Preference] オプションとして [High] と [None] のみが表示され、1 つの Stream Group のみが

高の優先順位を持てます。

Stream Group の作成の詳細については、「Stream Group の設定」（P.3-30） を参照してください。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

サブネットを削除するには、サブネットを [Subnet] ドロップダウン リストから選択し、[Delete 
Subnet] をクリックします。
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Bandwidth Manager の設定

Bandwidth Manager はマスター Streamer で動作し、割り当てられたストリームおよび VOD ネット

ワーク リソースを追跡します。

（注） Bandwidth Manager はオプション機能であり、使用する導入に含まれてない場合は表示されません。

Bandwidth Manager 機能のイネーブル化の詳細については、「Bandwidth Manager」（P.D-8）を参照し

てください。

Bandwidth Manager を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Bandwidth Manager] を選択します。[Bandwidth Manager] ページが表示されます

（図 3-4）。

図 3-4 [Bandwidth Manager] ページ

ステップ 2 必要に応じて、Bandwidth Manager の設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-4 を参

照してください。

表 3-4 Bandwidth Manager のフィールド 

フィールド 説明

Bandwidth Manager IP1 Bandwidth Manager にバインドさせるネットワーク インターフェイス 
カード（NIC）の IP アドレス。有効なエントリにはアスタリスク（*）お

よび 0.0.0.0 が含まれていて、[Bandwidth Manager IP] が [RTSP Setup] 
ページの各 Streamer に個別に設定されることを示します。詳細について

は、「RTSP の設定」（P.3-80）を参照してください。

Bandwidth Manager 
Port1

RTSP サーバからの着信接続をリッスンするポート番号。デフォルトは 
7791 です。割り当て可能な 小ポート番号は 150 です。 大ポート番号は 
60000 です。

Database Thread Pool データベース接続プールのスレッド数。デフォルトは 10 です。データ

ベース スレッドの 小数は 1、 大は 100 です。

Server Thread Pool 接続の間中に RTSP 要求の処理に使用する Bandwidth Manager サーバ 
プールのスレッド数。デフォルトは 5 です。サーバ スレッド プールの 小

数は 1、 大は 100 です。
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ステップ 3 [Submit] をクリックします。

設定をクリアするには、[Reset] をクリックします。

ステップ 4 Bandwidth Manager サービスをリロードします。

a. [Maintain] > [Services] を選択します。[Services Restart] ページが表示されます。

b. ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] をク

リックします。

c. [Reload Bandwidth Manager] チェックボックスをオンにして、[Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

Ingest Manager の設定

Ingest Manager は、メタデータを収集し、コンテンツを取り込むためにメッセージを適切なサブシス

テムに送信し、また有効期間を経過したときにコンテンツを有効切れにするためにメッセージを送信す

ることによって、プロビジョニングされたコンテンツ オブジェクトを処理します。

（注） Ingest Manager はオプション機能です。Ingest Manager は使用する導入に含まれていない場合、

[System Level] の左パネル メニューに表示されません。Ingest Manager 機能のイネーブル化の詳細に

ついては、「Ingest Manager」（P.D-8）を参照してください。

Ingest Manager を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Ingest Manager] を選択します。[Ingest Manager] ページが表示されます（図 3-5）。

Sync Thread Pool 同期操作中に RTSP とセッションを同期することに使用可能なスレッドの

数。デフォルトは 2 です。同期スレッド プールの 小数は 2、 大は 50 で
す。

Sync Alarm 同期アラームがトリガーされる頻度。デフォルトは 864,000 秒（10 日）で

す。同期アラーム トリガーが設定できる 短時間は 2400 秒（40 分）で

す。 長時間は 4,294,967,296（136 年超）です。

1. このフィールドを変更すると [RTSP Setup] ページの同じフィールドに影響します。

表 3-4 Bandwidth Manager のフィールド（続き）

フィールド 説明
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図 3-5 [Ingest Manager] ページ

ステップ 2 必要に応じて、Ingest Manager の設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-5 を参照して

ください。
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表 3-5 Ingest Manager のフィールド 

フィールド 説明

General Settings
Ingest Manager Host この IP アドレスに Ingest Manager リスナーはバインドします。システムの

すべての IP アドレスをリッスンする場合はアスタリスク（*）を入力します。

Ingest Manager Port 着信接続をリッスンすることに使用するポート番号。

Callback Port ファイル サービス インターフェイス（FSI）コールバックに使用するポート

番号。

Additional Package 
Window

パッケージ有効期限ウィンドウに達した後でコンテンツを破棄するまでの追

加の待機時間。

FTP Timeout FTP セッションをタイムアウトしてプロセスを終了するまでに Ingest 
Manager が待機する 大期間（秒）。

Use Asset ID コンテンツ名に Asset ID を使用する場合は [Yes] を選択します。それ以外の

場合は、[No] を選択します。推奨設定は [No] です。[No] に設定されてい

て、Media Scheduler と組み合わせて使用される場合、Ingest Manager はコ

ンテンツ名として *.mpg を使用します。

Manage CORBA 
Services

CDS に CORBA サービスを管理させる場合は、[Yes] を選択します。それ以

外の場合は、[No] を選択します。

Require Notify 
Service

CDS に Notify Service の使用を必要にさせる場合は [Yes] を選択します。そ

れ以外の場合は、[No] を選択します。

Ingest Manager Debug デバッグ ロギングをオフにするには、[Off] を選択します。 小限の情報お

よびエラー ロギングにするには、[Low] を選択します。完全なデバッグ ロギ

ング情報にするには、[Full] を選択します。

Meta Data Publish コンテンツ メタデータをパブリッシュするには、ドロップダウン リストから 
[Enable] を選択します。それ以外の場合は、[Disable] を選択します。

Meta Publish URL #1 メタデータがパブリッシュされた URL。通常はバックオフィス。

Meta Publish URL #2 メタデータがパブリッシュされたバックアップ サーバの URL。
Ingest Settings
Ingest Interface 適用するすべての取り込みインターフェイスを [ISA]、[Cisco SOAP]、

[Prodis SOAP] から選択します。適用しない場合は、[Disable] を選択して 
Ingest Manager をディセーブルにします。

Name Service IP and 
Port

バックオフィスで使用される CORBA Naming Service の IP アドレスおよび

ポート。ISA のみのフィールド。

Notify Service IP and 
Port

バックオフィスで使用される CORBA Notification Service の IP アドレスお

よびポート。ISA のみのフィールド。

Notify Service Factory corbaloc プロトコルによって Notify Service の検索に使用される名前。使用

されるデフォルト名は NotifyEventChannelFactory です。ISA のみのフィー

ルド。

Event Channel ID すべてのイベント チャネルが登録する必要がある Event Channel のルート 
ディレクトリを識別する単純な名前。デフォルトは EventChannels です。

ISA のみのフィールド。

Event Channel Kind Event Channel ID のディレクトリの拡張子。デフォルトは Context です。

ISA のみのフィールド。

Factories ID すべての工場を登録する必要がある工場のルート ディレクトリを識別する単

純な名前。デフォルトは Factories です。ISA のみのフィールド。
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Factories Kind Factories ID の拡張子。デフォルトは Context です。ISA のみのフィールド。

Package Channel ID パッケージオブジェクトに関連するすべてのイベントがパブリッシュされる 
Package Event Channel を識別する単純な名前。デフォルトは 
PackageChannel です。ISA のみのフィールド。

Package Channel Kind Event Channel Package ID の拡張子。デフォルトは Factory です。ISA のみ

のフィールド。

Package Factory ID すべての工場を登録する必要がある工場のルート ディレクトリを識別する単

純な名前。デフォルトは PackageFactory です。ISA のみのフィールド。

Package Factory Kind Factories ID の拡張子。デフォルトは Factory です。ISA のみのフィールド。

Package Factory Name バックオフィスに登録される Package Factory の名前。デフォルトは 
AVS_PackageFactory です。ISA のみのフィールド。

Package Factory 
Server ID

すべての取り込みの Package Factory Server を識別する数値。デフォルトは 
90 です。ISA のみのフィールド。

Cisco SOAP URL Cisco SOAP（Simple Object Access Protocol）を使用してコンテンツを受信

するために使用される Vault の IP アドレス、ポート、およびディレクトリ。

IP アドレスおよびポート番号を指定できますが、ディレクトリは

「CiscoAIM」である必要があります。Cisco SOAP URL の例は 
http://10.22.216.251:8793/CiscoAIM です。

Prodis SOAP URL Prodis SOAP を使用してコンテンツを受信するために使用される Vault の IP 
アドレス、ポート、およびディレクトリ。IP アドレスおよびポート番号を指

定できますが、ディレクトリは「ProdisAIM」である必要があります。

Prodis SOAP URL の例は http://10.22.216.251:8793/ProdisAIM です。

Backoffice Settings
Max Retries バックオフィスとの失敗した通信を再試行する 大回数。範囲は 0 ～ 1000 

です。デフォルトは 10 です。

Retry Interval 失敗した通信を再試行するまでに待機する時間（分）。範囲は 0 ～ 10080 で
す。デフォルトは 10 です。

[Retry Interval] をゼロに設定すると、Ingest Manager は 6000 秒（100 分）

ごとに 1 回再試行します。

ヒント デフォルトでは、Ingest Manager は期限切れのパッケージの再試行は
行いません。パッケージのパブリッシュに失敗した場合に再試行をレ
コーディング開始時刻の前に少なくとも 1 回実行できるように、
[Retry Interval]、および [Input Channel] ページの [Publish Time 
Adjustment] フィールドを設定します。詳細については、「入力チャ
ネルの設定」（P.3-25）を参照してください。

Backoffice Timeout バックオフィスが通信試行に応答することを待機する時間（秒）。範囲は 0 ～ 
3600 です。デフォルトは 300 です。

Backoffice TotalManage バックオフィス サポート機能を使用するには [TotalManage] を
選択します。それ以外の場合、[Disable] を選択してバックオフィスのサポー

トを無効にします。

Backoffice URL TotalManage バックオフィスの場所。

Content Store Settings
Content Store コンテンツ ストアのタイプを [ISA]、[FSI]、または [NGOD] から選択しま

す。コンテンツ ストアをディセーブルにするには、[Disable] を選択します。

表 3-5 Ingest Manager のフィールド（続き）

フィールド 説明
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ステップ 3 [Submit] をクリックします。

設定をクリアするには、[Reset] をクリックします。

Authentication Manager の設定

（注） Authentication Manager はオプション機能です。Authentication Manager は使用する導入に含まれてい

ない場合、[System Level] の左パネル メニューに表示されません。Authentication Manager 機能のイ

ネーブル化の詳細については、「Authentication Manager」（P.D-8）を参照してください。

Authentication Manager は、セッション設定前にセットトップ ボックス（STB）から受信した要求を

検証するために、バックオフィスと通信します。CDS からのセッション設定要求前に、STB はバック

オフィスからの権限付与キーを要求します。次に、STB は要求のパラメータの 1 つとして権限付与

キーを CDS に渡します。CDS は次に要求を検証するためにバックオフィスに権限付与キーを渡しま

す。権限付与キーが有効ではないとバックオフィスが応答した場合、セッションは設定されず、CDS 
がエラー ステータスを STB に返します。

Authentication Manager を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Authentication Manager] を選択します。[Authentication Manager] ページが表示されま

す（図 3-6）。

（注） 選択した Authentication Manager プロトコルによって（Cisco または EventIS のいずれか）、

Authentication Manager は異なるフィールドを表示します。

Content Store URL コンテンツ ストアがある URL。
Encryption Settings
Encryption 暗号化を使用するには、[Verimatrix] または [Widevine] を選択します。暗号

化をディセーブルにするには、[Disable] を選択します。

Encryption URL 暗号化するために MPEG ファイルの送信に使用される暗号化サーバの場所。

[Encryption URL] の例は、http://192.168.128.54:7898/files/encrypted で、IP 
アドレス、ポート、およびディレクトリが指定されています。

Encryption FTP URL 暗号化された MPEG ファイルの取得に使用される暗号化サーバの場所。

[Encryption FTP URL] の例は、ftp://192.168.128.54:7899/files/encrypted 
で、IP アドレス、ポート、およびディレクトリが指定されています。

表 3-5 Ingest Manager のフィールド（続き）

フィールド 説明



 

3-17
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

第 3 章      CDS の設定

システム レベルの設定 

図 3-6 [Authentication Manager] ページ - Cisco

ステップ 2 必要に応じて、Authentication Manager の設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-6 を
参照してください。

表 3-6 Authentication Manager のフィールド 

フィールド 説明

プロトコ

ル

Authentication 
Manager IP1

1. このフィールドを変更すると [RTSP Setup] ページの同じフィールドに影響します。

Authentication Manager は、マスター Streamer に存在します。通

常、Authentication Manager の IP アドレスは、マスター Streamer 
の IP アドレスと同じです。

EventIS

Cisco

Authentication 
Manager Port1

Authentication Manager ポート番号のデフォルトは 7794 です。

このポート番号は、Authentication Manager のプロパティ仕様に

よって決まります。ポート番号を変更する必要がある場合は、シ

スコのテクニカル サポートにご連絡ください。

EventIS

Cisco

EventIS Hostname EventIS サーバのホスト名または IP アドレス。 EventIS
EventIS Port 認証要求の受信に使用される EventIS サーバのポート番号。 EventIS
Authentication 
Server SOAP 
Interface

次の形式で、セッションのティア ダウンに関するメッセージを受

信するために使用する Streamer の IP アドレス、ポート、および

論理パーティションです。http://<ip_address>:<port><path>

Cisco

Authentication 
Timeout

認証サーバが応答を待機する時間（秒）。範囲は 1 ～ 10 です。 EventIS

Cisco
Notification Retry 
Interval

認証サーバに接続を再試行するまでの待機時間（秒）。範囲は 1 ～ 
60 です。

Cisco

Debug Level デバッグ ロギングにエラーを報告させるだけの場合は、[Debug 
Level] ドロップダウン リストから、[ERROR] を選択します。

小限の情報およびエラー ロギングの報告にするには、[INFO] を
選択します。デバッグ ロギング情報のレベルを高くするには、

[HIGH] を選択します。 も高いデバッグ レベルにするには、

[HEX_DUMP] を選択します。

EventIS

Cisco
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ステップ 3 [Submit] をクリックします。

リダイレクト サーバの設定

[Redirect Server] ページでは、RTSP リダイレクトに使用するポートを設定でき、またロギングのデ

バッグ レベルをイネーブルまたはディセーブルにできます。

（注） Redirect Server 機能がイネーブルでない場合は、[Redirect Server] ページは使用できません。詳細につ

いては、「リダイレクト サーバ」（P.D-4）を参照してください。

Redirect Server を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Redirect Server] を選択します。[Redirect Server] ページが表示されます。

ステップ 2 [Redirect Server Port] フィールドで、RTSP リダイレクトに使用するポート番号を入力します。

ステップ 3 [Debug Level] ドロップダウン リストから、デバッグ ロギングをディセーブルにするには、[OFF] を選

択し、デバッグ ロギングをイネーブルにするには、[ON] を選択します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

取り込み調整の設定

[Ingest Tuning] ページでは、各取り込み済みコンテンツに対して作成されたトリックモード ファイル

の速度を設定できます。

現在の取り込み調整の設定を表示するには、[Configure] > [Ingest Tuning] を選択します。

取り込み調整を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Ingest Tuning] を選択します。[Ingest Tuning] ページが表示されます（図 3-7）。
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図 3-7 [Ingest Tuning] ページ

ステップ 2 必要に応じて、取り込み調整の設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-7 を参照してく

ださい。
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表 3-7 取り込み調整のフィールド 

フィールド 説明

Trick-Mode Settings
Speed 1 各取り込み済みコンテンツに対して 8 つの異なるトリックモード速度を設定できま

す。早送りまたは巻き戻し（-X）のいずれかのトリックモード ファイルが、選択さ

れた各速度に対して作成されます。

トリックモードの速度をドロップダウン リストから選択し、[Submit] をクリックし

ます。使用可能なトリックモードの速度は 2、4、5、6、8、10、15、30、32、60、
および 127 です。

値をリセットしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

Speed 2
Speed 3
Speed 4
Speed 5
Speed 6
Speed 7
Speed 8
Ingest MPEG Settings
Program ID 
Standardization

プログラム識別子（PID）標準化がイネーブルの場合、取り込み時に MPEG-2 ビデ

オ アセットの PID が標準化されるため、ほとんどのアセットが同じ PID を使用しま

す。

たとえば、複数のアセットが再生リストの一部になる場合にすべてのアセットが一

貫した PID のセットで作成されたことが保証できないため、すべてのアセットが同

じ PID を使用することが重要です。標準 PID の割り当ては、CableLabs 勧告に準拠

します（MD-SP-VOD-CEP2.0-I02-070105 を参照）。FTP OUT が実行されると、ア

セットへの変更は元に戻ります。再生リストで使用できる標準音声 /ビデオ アセッ

トのみが標準化された PID を保持します。データ ダウンロード ファイル、音声のみ

のファイル、カルーセル ファイルやその他のファイルは変更されないままです。

PID を変更しても、アセットの正常な VOD 再生には影響しません。

PSI [Program ID Standardization] がイネーブルの場合、PSI をイネーブルまたはディ

セーブルにするオプションがあります。[Program ID Standardization] をイネーブル

にすると、PID のみが標準化され、プログラム固有情報（PSI）は標準化されませ

ん。PSI に対して [Enabled] を選択すると、プログラム アソシエーション テーブル

（PAT）およびプログラム マップ テーブル（PMT）が標準化されるため、1 つのコ

ンテンツと別のコンテンツ間でこれらのテーブルはまったく異なりません。これら

の設定を段階的に使用して試し、再生リストに関する問題を解決します（遷移後の

ブラック スクリーンまたはビデオなし、一時的な障害など）。まず [Program ID 
Standardization] のみを使用し、コンテンツを再取得して、コンテンツを再生しま

す。問題がまだ発生する場合、[Program ID Standardization] と [PSI] の両方をイ

ネーブルにします。これら両方のオプションをイネーブルにして取り込まれたコン

テンツの再生に問題がある場合、これらをディセーブルにしてからコンテンツを再

取り込みして、問題が解決されるかどうかを確認します。
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ステップ 3 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

IP ニックネームの設定

IP ニックネームは、[CDSM] ドロップダウン リストで IP アドレスの代替として使用します。

CDS サーバまたは QAM ゲートウェイの IP ニックネームを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [IP Nickname] を選択します。[IP Nicknames] ページが表示されます（図 3-8）。

図 3-8 [IP Nicknames] ページ

ステップ 2 IP アドレスを [Cisco CDSM IP Addresses] または [Configured QAM Gateway IP Addresses] のいずれ

かの適切なドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリックします。

Sequence End 
Remove

[Sequence End Remove] がイネーブルの場合、アセットの 後にある（ 後にだけ

ある）SEQ END ヘッダーは取り込み時に削除されます。これにより、再生リスト

のアセット同士の間がフェードし、再生リストがよりシームレスになります。FTP 
OUT が実行されると、アセットへの変更は元に戻ります。SEQ END がある場合に

これを削除しても、アセットの VOD 再生に違いは生じません。

Rate 
Standardize

[Rate Standardize] がイネーブルの場合、MPEG-2 ビデオ アセットは取り込み時に

レートが標準化されるため、ほとんどのアセットが 2 つの標準レートのうちの 1 つ
を使用します。標準レートは、SD アセットの場合は 3.75 Mbps、HD アセットの場

合は 15 Mbps です。これらの設定は、CableLabs の勧告に準拠しています。レート

を標準化すると、特定の設定で役立ちます。複数のアセットが含まれる再生リスト

を作成する場合に、すべてのアセットが一貫したレートで作成されたことが保証で

きません。たとえば、一部の QAM デバイスは、再生中にレート変更を処理しませ

ん。[Rate Standardize] をイネーブルにするかどうかについては、QAM ベンダーに

お問い合わせください。FTP OUT が実行されると、アセットへの変更は元に戻りま

す。

表 3-7 取り込み調整のフィールド（続き）

フィールド 説明
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ステップ 3 [IP Nickname] フィールドに、ニックネームを入力します。名前の長さは 5 ～ 20 文字で、大文字と小

文字、数字、および下線（_）またはハイフン（-）記号で構成できます。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

現在の IP ニックネームの関連付けを編集または表示するには、IP アドレスまたはニックネームをド

ロップダウン リストから選択し、[Display] をクリックします。

Media Importer の設定

（注） Media Importer は MediaX Suite の一部であり、オプション機能です。

Media Importer の設定では、EPG ファイルからのデータで Media Scheduler に入力することに使用さ

れるデータ フィードのインポート タイプを指定すること、および自動インポート機能を設定すること

ができます。

Media Importer を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [Media Importer] を選択します。[Media Importer] ページが表示されま

す（図 3-9）。

図 3-9 [Media Importer] ページ

ステップ 2 適切な設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-8 を参照してください。
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ステップ 3 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

コール サインの設定

[CallSign Setup] ページは、プログラム チャネルのコール サインの設定に使用します。

（注） CallSign Setup はオプション機能です。CallSign Setup は使用する導入に含まれていない場合、

[System Level] の左パネル メニューに表示されません。

コール サインはプログラム チャネルの固有識別子です。コール サインで識別されたチャネルは、シン

グル プログラム トランスポート ストリーム（SPTS）IP インターフェイスを使用して、コンテンツ プ
ロバイダーまたは衛星がコンテンツを送信するために使用するマルチキャスト IP アドレスとポートに

マッピングされます。

CallSign を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [Callsign Setup] を選択します。[CallSign Setup] ページが表示されま

す（図 3-10）。

表 3-8 Media Importer のフィールド 

フィールド 説明

Media Importer Settings
Importer Type CDSM を使用して EPG をアップロードするには、[Importer Type] に [host] を

設定します。EGP ファイルのアップロードについては、「EPG ファイルのアッ

プロード」（P.7-10） を参照してください。

Transformer Type [Transformer Type] は初期インストール時に設定され、[OCN] または [SA 
Tribune] のいずれかの EPG 形式を指定します。これは読み取り専用のフィー

ルドです。

Enable Auto Import 自動的に EPG 情報をインポートするには、[Enable Auto Import] チェックボッ

クスをオンにします。[Auto Import] フィールドが表示されます。

FTP Server IP EPG ファイルの送信に使用される FTP サーバの IP アドレス。

FTP Path FTP サーバの EPG ファイルの場所のディレクトリ パス。

Username FTP サーバにアクセスするユーザ名（必要な場合）。

Password FTP サーバにアクセスするパスワード（必要な場合）。

Retry Count 接続に失敗した場合に FTP サーバに接続を再試行する回数。

Retry Interval FTP サーバへの接続を再試行するまでに待機する秒数。

Auto Import Schedule
     Daily 毎日（デフォルト設定）を選択した場合、EPG ファイルがインポートされる

必要のある時刻を 24 時間形式を使用して入力します。

     Weekly 週を選択した場合、EPG ファイルがインポートされる必要がある曜日と時刻

（24 時間形式）を選択します。
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図 3-10 [CallSign Setup] ページ

ステップ 2 必要に応じて、コール サインの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-9 を参照して

ください。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

[CallSign] の設定を編集するには、[CallSign] に新しい設定を入力し、[Submit] をクリックします。新

しい設定が以前の設定を上書きし、[Configured CallSigns] セクションに表示されます。

[CallSign] 設定を削除するには、そのエントリに関連付けられた [Delete] チェックボックスをオンに

し、[Delete] をクリックします。

表 3-9 コール サインの設定のフィールド 

フィールド 説明

CallSign [CallSign] はプログラム チャネル（コンテンツ ソース）の固有識別子です。

Multicast IP シングル プログラム トランスポート ストリーム（SPTS）を送信するデバイス

のマルチキャスト IP アドレス。

Port CallSign に関連付けられているポート。
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入力チャネルの設定

（注） [Input Channels] ページは MediaX Suite の一部であり、オプション機能です。

[Input Channels] ページでは、スケジュールされたコンテンツが取り込まれるマルチキャスト グループ 
IP アドレスおよびポートにマッピングされたチャネルを定義できます。[Input Channels] ページでは、

メタデータの生成のために複数の値の収集もします。

EPG ファイルをアップロードし、チャネルのすべてのプログラムのメタデータを変更する場合は、

[Input Channels] ページにチャネルを追加し、表示されるフィールドに変更を入力します。EPG ファイ

ルからのすべてのスケジュール情報は [Media Scheduler] ページに表示されます。詳細については、

「EPG ファイルのアップロード」（P.7-10）を参照してください。

注意 [Input Channels] ページで指定されたすべてのチャネルのデフォルト値によって、指定されたチャ

ネルに将来取り込まれるアセットのメタデータ情報が上書きされます。すでに取り込まれたアセッ

トのメタデータは影響を受けません。

チャネルを定義し、メタデータ情報を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [Input Channels] の順に選択します。[Input Channels] ページが表示さ

れます（図 3-11）。

図 3-11 [Input Channels] ページ

ステップ 2 [Select Channel] ドロップダウン リストから [Add New Channel] を選択します。

（注） [Channel Name] は、値同士の間にハイフン（-）を使用して [Provider] および [Channel ID] 
フィールドを組み合わせることによって自動的に生成されます。
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ステップ 3 [Multicast Group IP] フィールドには、コンテンツを取り込むために（IGMP を使用して）Vault が参加

する必要があるマルチキャスト IP アドレスを入力します。

ステップ 4 [Port] フィールドには、Vault がコンテンツの取り込みのためにリッスンする必要があるポート番号を

入力します。

（注） IP アドレスとポートの組み合わせは、チャネルごとに一意である必要があります。

ステップ 5 必要に応じて、チャネルの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-10 を参照してくだ

さい。

表 3-10 入力チャネルのフィールド 

フィールド 説明

Channel Code アセット ディストリビューション インターフェイス（ADI）メタデータ ファ

イルにアセット名とカテゴリを作成するために使用します。 大長は 3 文字で

す。

Channel ID EPG ファイルのチャネルを識別します。

Category ID チャネルに対応するカテゴリを識別します（数値だけ）。

Catalog ID カタログで使用される Channel ID。

Product このチャネル製品タイプとしてムービー オン デマンド（MOD）、サブスクラ

イバ ビデオ オン デマンド（SVOD）、またはリアルタイム イノベーション

（RTI）を選択します。

Provider プロバイダー名。

Provider ID このチャネルのすべてのアセットのプロバイダーの固有識別子。[Provider ID] 
には、 大 20 の小文字に制限されていてプロバイダーに属している、登録さ

れたインターネット ドメイン名を設定する必要があります。たとえば、

CableLabs の有効な Provider ID は「cablelabs-films.com」です。

Preview Period アセットの視聴が課金されるまでの、サブスクライバがこのチャネルのアセッ

トをプレビューできる時間（秒）。

Licensing Window 
Start

ドロップダウン リストから、このチャネルのすべてのアセットのライセンス 
ウィンドウの開始日に追加する日数を選択します。

Licensing Window 
End

ドロップダウン リストから、このチャネルのすべてのアセットのライセンス 
ウィンドウの終了日に追加する日数を選択します。

Encryption このチャネルのアセットが暗号化されている場合は、[Yes] を選択します。そ

れ以外の場合は、[No] を選択します。

Rating このチャネルのすべてのアセットに対するアメリカ映画協会（MPAA）の格付

け（G、PG、PG13、R、または NC-17）。
Publish Time 
Adjustment

バックオフィスにこのチャネルの各プログラムをパブリッシュする開始時刻に

追加する時間。[Publish Time Adjustment] は [Media Importer/Exporter 
Pre-Notification] フィールドに設定された値よりも長い必要があります。

Suggested Price このチャネルの各アセットの希望価格。形式は xx.xx です。

Billing ID このチャネルの各アセットの Billing ID。このフィールドは、SA Tribune 変換

タイプにのみ適用されます。

Audio Type このチャネルのすべてのアセットで使用可能な音声タイプ（ドルビー プロロ

ジック、ドルビー デジタル、ステレオ、モノ、ドルビー 5.1）。
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ステップ 6 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

（注） 将来にスケジュールされたイベントがあるチャネルは削除できません。

現在のチャネル設定を表示、編集、または削除するには、[Select Channel] ドロップダウン リストから

チャネルを選択します。選択したチャネルの設定で [Channel Setup] ページが更新されます。チャネル

を削除するには、[Delete] をクリックします。チャネルの設定を編集するには、フィールドを編集し、

[Submit] をクリックします。

ソース出力ポートの設定

（注） [Source Output Port] ページは、[CDSM Setup] ページで [NGOD] が [RTSP Deployment Type] に選択

された場合に表示されます。詳細については、「RTSP の導入タイプ」（P.D-8）を参照してください。

Multiple SOP 機能を使用すると、SOP ドメインを作成し、各ドメインに仮想 IP アドレスを関連付けら

れます。Streamer のストリーム インターフェイスは [Route Tables] ページを使用してグループ化され、

SOP ドメインおよび仮想 IP アドレスに関連付けられます。これにより、ストリーム インターフェイス

からのトラフィックを 2 台の異なるルータに転送するために、Streamer のストリーム インターフェイ

スを 2 つのグループにグループ化し、各グループを SOP ドメインと仮想 IP アドレスに関連付けられま

す。

論理 SOP は他の NGOD コンポーネントからは単一のインターフェイスとして見えますが、内部的に 
CDS にとっては、論理 SOP は複数の Streamer の複数の物理インターフェイスを示すこともあります。

別の論理 SOP のインターフェイスは、別のルータに転送されるのに対し、論理 SOP のすべての物理イ

ンターフェイスは、1 台のルータに転送されます。論理 SOP で定義された各 Streamer は異なるルータ

に接続します。

リリース 2.1.1 およびそれ以前のリリース

NGOD を導入した RTSP 環境用に設定されたリリース 2.1.1 およびそれ以前のリリースでは、物理 
SOP IP およびポートならびに論理 SOP の設定フィールドがある [Server Level] 設定ページ、[RTSP 
Setup] ページが CDSM によって提供されていました。物理 SOP IP およびポートは、Streamer の SOP 
として使用するギガビット イーサネット インターフェイスの IP アドレスおよびポート番号でした。論

理 SOP は On Demand Resource Manager（ODRM）での識別目的で使用されるドメイン名でした。論

理 SOP（SOP のドメイン名）は Streamer 全体に関連付けられていました。Streamer は Stream Group 
の一部であり、システムは複数の Stream Group をシステム内に保持でき、それぞれが異なる SOP をサ

ポートします。

各 SOP の論理 SOP ドメイン名、ストリームの 大数、および 大帯域幅は、ODRM ベンダーに提供

されます。ODRM ベンダーはシステムを設定するために、この情報をサービス グループ情報や QAM 
デバイス情報などとともに使用します。

リリース 2.1.2 およびそれ以降のリリース

NGOD を導入した RTSP 環境用に設定されたリリース 2.1.2 およびそれ以降のリリースでは、SOP ド
メイン名および仮想 IP アドレスは [Source Output Port] ページで追加されます。Streamer のストリー

ム インターフェイスの各グループは、仮想 IP アドレスおよび SOP ドメインで示されます。
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各 Streamer のストリーム インターフェイス（またはストリーム /キャッシュ インターフェイス）は 2 
台のルータに接続し、インターフェイスの半分が 1 台のルータに転送され、インターフェイスの残り半

分がもう一方のルータに転送されます。これは [Route Tables] ページを介して実行されます。詳細につ

いては、「ルート テーブルの設定」（P.3-69）を参照してください。

3 つの Streamer がある場合に、たとえば、ストリーム インターフェイス 1 ～ 6 がルータ 1 に、スト

リーム インターフェイスに 7 ～ 12 がルータ 2 に転送されるときは、次の SOP を作成する必要があり

ます。

 • SOP A は Streamer 1、2、および 3 のインターフェイス 1 ～ 6 として定義されます。

 • SOP B は Streamer 1、2、および 3 のインターフェイス 7 ～ 12 として定義されます。

Multiple SOP 機能は、ストリーム ルーティング制御を可能にし、ルータ全体のバランスを提供し、転

送ネットワークの障害が発生した場合に冗長性を提供します。ストリーム インターフェイスに障害が

発生した場合、同じ SOP の別のストリーム インターフェイスが引き継ぎます。

Multiple SOP の設定

次の規則が Multiple SOP 機能に適用されます。

 • SOP 仮想 IP アドレスとドメイン名、および [Route Tables] ページに設定されたストリーム イン

ターフェイス サブネット間には 1 対 1 の関係があります。

 • SOP 仮想 IP アドレスとドメイン名は複数のソース サブネットにまたがることはできず、ソース サ
ブネットは複数の SOP にまたがることはできません。

 • SOP 仮想 IP アドレスとドメイン名は複数の Stream Group にまたがることはできません。

Multiple SOP 機能を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [System Level] > [Source Output Port] の順に選択します。[Source Output Port] ページ

が表示されます。

ステップ 2 [SOP Name] フィールドに、On Demand Resource Manager（ODRM）での識別目的のためにこの 
Streamer のドメイン名を入力します。リリース 2.1.1 およびそれ以前のリリースでは、これは [RTSP 
Setup] ページの [Logical SOP] フィールドでした。

ステップ 3 [Virtual IP] フィールドに、この SOP の仮想 IP アドレスを入力します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

ステップ 5 各 SOP に対してステップ 2 からステップ 4 を繰り返します。

設定された SOP はページの下半分に表示されます。SOP を削除するには、SOP に関連付けられた 
[Delete] チェックボックスをオンにして、[Submit] をクリックします。

複数の SOP の設定を実行するには、[Route Table] ページで各ルートを定義し、[Route Type] として 
[CServer Source] を選択する必要があります。詳細については、「ルート テーブルの設定」（P.3-69）を

参照してください。

アレイ レベルの設定
[Array Level] タブには次の設定オプションがあります。

 • アレイ レベル DNS の設定

 • アレイ レベル NTP サーバの設定
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 • Stream Group の設定

 • Cache Group の検索

 • Vault Group の設定

 • SSV Group の設定

 • Cache Group の設定

 • Vault Group の Cache Group へのマッピング

 • Stream Group のキャッシュフィル ソースへのマッピング

 • 冗長性のための Vault Group のマッピング

 • マスター Vault Group の設定

 • Control および Setup IP の設定

 • シン パイプ マッピングを使用したキャッシュフィル帯域幅の設定

 • Media Scheduler の設定

（注） [Array Level] の設定は、指定したアレイのすべてのサーバに配信されます。

アレイ レベル DNS の設定

[Array DNS] ページは、16 までのドメイン サフィクスおよび 16 台までの DNS サーバを設定するため

に使用します。

[Array Level] の現在の [Array DNS] 設定を表示するには、[Configure] > [Array Level] > [Array DNS] 
の順に選択し、ドロップダウン リストからアレイ名を選択してから [Display] をクリックします。

（注） リリース 2.0 以前のリリースからリリース 2.2 へ TV CDS ソフトウェアをアップグレードしている場

合、新しい DNS データベース構造に読み込むために以前のドメイン サフィクスを持つ設定を [Submit] 
するようにシステムから求められます。

[Array Level] の DNS 設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Array DNS] を選択します。[Array DNS] ページが表示されます。

ステップ 2 [Array Name] ドロップダウン リストから、アレイを選択し、[Display] をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて DNS バインディング アレイ レベルの設定を入力します。フィールドの説明については、

表 3-11 を参照してください。

表 3-11 アレイ DNS のフィールド

フィールド 説明

New Domain 
Suffix

適宜、未修飾ホスト名を完全修飾するために使用する内部ドメインを指定します。

たとえば BMS として OpenStream を使用している場合は、OpenStream が使用し

ているものと一致するサブドメイン（たとえば、bms.n2bb.com）を指定します。

それに応じて、CORBA トランザクションで使用される contentstore などの未修

飾ホスト名は contentstore.bms.n2bb.com に正しく解決されます。

New DNS Server DNS サーバの IP アドレス。
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ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

DNS 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Delete Entry] をクリックします。

アレイ レベル NTP サーバの設定

[Array NTP Server] ページは、 大 16 台の NTP サーバを設定するために使用します。

[Array Level] の現在の NTP 設定を表示するには、[Configure] > [Array Level] > [Array NTP Server] 
の順に選択し、ドロップダウン リストからアレイ名を選択してから [Display] をクリックします。

[Array Level] の NTP 設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Array NTP Server] を選択します。[Array NTP Server] ページが表示さ

れます。

ステップ 2 [Array Name] ドロップダウン リストから、アレイを選択し、[Display] をクリックします。

ステップ 3 [New NTP Server] フィールドに、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

NTP 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Submit] をクリックします。

CDS サーバの時間帯を設定、または CDSM または VVIM の NTP を設定する方法については、「他の 
NTP の設定」（P.3-78）を参照してください。

Stream Group の設定

Stream Group は、1 つ以上の Streamer で構成されます。Stream Group 内の Streamer は、コンテンツ 
キャッシング、負荷分散および帯域幅の使用に関してチームとして動作します。Stream Group は他の 
Stream Group と性能適格性評価およびコストの考慮事項に基づいて相互間でストリームをやり取りす

ることにより、相互に作用します。Stream Group が別のグループにストリームを明け渡す必要がある

場合、[QAM Gateway] ページで設定された Stream Group 優先順位に従います。Stream Group は 
Stream Group の優先順位によって、QAM ゲートウェイまたは宛先サブネットワークに関連付けられ

ます。Stream Group および QAM ゲートウェイの関連付けの詳細については、「QAM ゲートウェイの

設定」（P.3-4）を参照してください。宛先サブネットワークおよび Stream Group の詳細については、

「ストリーム先の設定」（P.3-8）を参照してください。

Streamer は複数の Stream Group のメンバーになることは一切できません。

Streamer をグループ化する場合、Streamer および QAM ゲートウェイのストリーミングのネットワー

ク コスト、帯域幅使用状況、および地理的な場所を考慮する必要があります。グループ内のすべての 
Streamer が宛先に到達するために同じコストがかかると見なされます。
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分割ドメイン管理および HTTP Streamer を使用する VVI
分割ドメイン管理を使用する VVI には、Vault および Caching Node を管理する 1 つのマネージャ

（VVIM）、および Streamer を管理する 1 つのマネージャ（Stream Manager）があります。

VVI で CCP Streamer を使用するときは、すべてのグループ ID およびサーバ ID が VVI のすべての

サーバ間で一意である必要があります。VVIM は CCP Streamer を使用する VVI のすべてのグループ 
ID とサーバ ID を管理します。Stream Manager は次の 2 つの方法のいずれかで VVIM からグループ 
ID の割り当てを取得します。

 • [CDSM Setup] ページ経由で初期インストール中に

 • Stream Group の初回設定で

VVI Manager と Stream Manager 間の通信は CCP がプロトコルとして使用されるときに、データベー

スの複製を通して実行されます。

Stream Manager 用の [CDSM Setup] ページには VVIM IP アドレスのフィールドがあります。VVIM 
IP アドレスは、グループ ID の範囲について VVIM に HTTP GET 要求を送信するために使用します。

ポート 80 が通信に開かれていないまたはその他の接続の理由で Stream Manager が VVIM に到達でき

ない場合、[Stream Group] ページに 初のグループ ID を入力するためのフィールドが表示されます。

Stream Manager 管理者は VVIM 管理者から 初のグループ ID を取得します。VVIM は 
[Configuration Generator] ページで 初のグループ ID を取得します。詳細については、「分割ドメイン

管理を使用した VVI を対象としたサーバ ID およびグループ ID の識別」（P.7-10）を参照してくださ

い。

[CDSM Setup] ページの VVI 設定の詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）を

参照してください。

注意 初のグループ ID は VVIM によって生成される必要があり、手動で入力する場合は、正しく入力

する必要があります。誤った ID を入力すると、キャッシュフィル障害や他の問題が生じる可能性

があります。

Stream Group を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Stream Groups Setup] の順に選択します。[Stream Groups] ページが表

示されます（図 3-12）。

Stream Group を編集するには、Stream Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] をク

リックします。
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図 3-12 [Stream Groups] ページ

ステップ 2 [Select Stream Group to View/Edit] ドロップダウン リストから、[Add New Stream Group] を選択し、

[Display] をクリックします。

ステップ 3 [New Stream Group Name] フィールドに、Stream Group の名前を入力し、[Submit] をクリックしま

す。

Stream Group 名の作成には、英数字（0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z）、ダッシュ（-）、および下線（_）だけ

が使用できます。

ステップ 4 Stream Group に Streamer を追加します。

未割り当て Streamer がそれぞれに対するオプション（表 3-12 で説明）があるドロップダウン リスト

とともに表示されます。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Stream Group のメンバーを表示するには、Stream Group をドロップダウン リストから選択し、

[Display] をクリックします。

Stream Group を削除するには、まず、すべての Streamer をグループから削除し、次に [Delete Group] 
ボタンをクリックします。

表 3-12 未割り当て Streamer のオプション

未割り当て Streamer のオプション 説明

No Change Stream Group 割り当てに変更を加えません。

Stream Group Name この Stream Group にこの Streamer を追加します。

None この Stream Group からこの Streamer を削除します。選択され

た Stream Group に割り当てられた Streamer だけに適用されま

す。



 

3-33
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

第 3 章      CDS の設定

アレイ レベルの設定 

注意 Stream Group を削除するか、Stream Group のメンバーを編集する場合で、[Stream Destination] 機
能がイネーブルのとき、変更または削除した Stream Group に関連付けられた各 Stream Destination 
サブネットを再送信する必要があります。

Cache Group の検索

[Cache Group Locator] ページは、分割ドメイン管理を使用する VVI の Stream Manager によって、

VVIM で管理される Cache Group の識別および検索に使用します。分割ドメイン管理は、グループ ID 
とサーバ ID の通信にポート 80 を使用します。各ドメインのデータベースは別々です。

（注） [Cache Group Locator] ページは、VVI がイネーブルの場合に Stream Manager 上のみで使用できます。

詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

[Cache Group Locator] ページで Cache Group 情報を取得する方法には次の 2 つがあります。

 • Import

 • Upload

[Import] オプションでは、Cache Group を取得するときに HTTP GET 要求を使用して VVIM と通信し

ます。[Upload] オプションでは、VVIM によって作成された XML ファイルをアップロードします。

[Import] オプションを使用するには、Stream Manager は VVIM の IP アドレスを認識していて、ポー

ト 80 経由で VVIM と通信できる必要があります。VVIM IP アドレスは [CDSM Setup] ページで設定

されます。詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

[Upload] オプションを使用するには、XML ファイルが VVIM からダウンロードされ、Stream 
Manager 管理者に渡されている必要があります。VVIM から XML ファイルをダウンロードする方法

の詳細については、「分割ドメイン管理を使用した VVI を対象としたサーバ ID およびグループ ID の
識別」（P.7-10）を参照してください。

Cache Group の識別および検索には、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Cache Group Locator] を選択します。[Cache Group Locator] ページが

表示されます（図 3-13）。

図 3-13 [Cache Group Locator] ページ

ステップ 2 [Configured Cache Locations] ドロップダウン リストから、[Add Cache Group Locations] を選択しま

す。
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ステップ 3 [Import] または [Upload] を選択します。

[Import] を選択した場合、次の手順を実行します。

a. [VVIM IP] では、VVIM の IP アドレスを入力します。

VVIM IP アドレスを [CDSM Setup] ページ、または前の [Cache Group Locator] ページに入力した

場合、それが [VVIM IP] フィールドに表示されます。

b. [Import Cache Groups] をクリックします。

Stream Manager は Cache Group 情報を取得するために HTTP GET 要求を VVIM にポート 80 経
由で送信します。VVIM がタイムアウト時間までに CacheGroupsConfig.xml ファイルで応答しな

い場合、[Cache Group Locator] ページには、[Upload] オプションが表示されます。

[Upload] を選択した場合、次の手順を実行します。

a. CacheGroupsConfig.xml ファイルを VVIM 管理者から取得し、CDSM からアクセスできる場所に

保存します（たとえば、ローカル マシン）。

b. CacheGroupsConfig.xml ファイルを特定するには、[Browse] をクリックします。[Choose File] ダ
イアログ ボックスが表示されます。

c. ファイルに移動し、[Open] をクリックします。パスとファイル名が [Cache Groups File Location] 
フィールドに表示されます。

d. [Upload] をクリックします。

ステップ 4 CacheGroupsConfig.xml ファイルをインポートまたはアップロードすると、Cache Group が 
[Configured Cache Locations] ドロップダウン リストに表示されます。

[Cache Group Location] を表示、編集または削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Cache Group Locator] を選択します。[Cache Group Locator] ページが

表示されます。

ステップ 2 [Configured Cache Locations] ドロップダウン リストから、Cache Group の場所を選択します。ページ

が更新され、Cache Group 情報が表示されます。[Location Virtual IP] と [Location Subnet] のフィール

ドは情報を示すだけです。

ステップ 3 [Cache Group Location] の名前を変更するには、新しい名前を [Cache Location Name] に入力し、

[Submit] をクリックします。フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします 

ステップ 4 Cache Group の場所を削除するには、[Delete] をクリックします。

Vault Group の設定

Vault Group は、1 つ以上の Vault で構成されます。Vault Group 内の Vault は、コンテンツ取り込み、

キャッシュフィル応答、負荷分散、および帯域幅の使用に関してチームとして動作します。Vault 
Group は、他の Vault Group と性能適格性評価およびコストの考慮事項に基づいて相互間でキャッシュ

フィル要求をやり取りすることにより、相互に作用します。Vault Group の冗長性の詳細については、

「冗長性のための Vault Group のマッピング」（P.3-42）を参照してください。
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（注） [Vault Groups Setup] ページは Vault Redundancy 機能の一部であり、Vault Redundancy がイネーブル

の場合にだけ表示されます。詳細については、「Vault 冗長性」（P.D-5）を参照してください。VVI が
イネーブルの場合、[Vault Groups Setup] ページは VVIM にだけ表示されます。詳細については、「仮

想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

Vault は複数の Vault Group のメンバーになることは一切できません。

Vault をグループ化する場合 Vault、Caching Node、および Streamer のネットワーク コスト、帯域幅の

使用状況および地理的な場所を考慮する必要があります。グループ内のすべての Vault が宛先に到達す

るために同じコストがかかると見なされます。

（注） Vault Group の 大数は 20 です。

Vault Group を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Vault Groups Setup] の順に選択します。[Vault Groups Setup] ページが

表示されます（図 3-14）。

図 3-14 [Vault Groups Setup] ページ

ステップ 2 [Select Vault Group to View/Edit] ドロップダウン リストから、[Add New Vault Group] を選択し、

[Display] をクリックします。

Vault Group を編集するには、Vault Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリック

します。

ステップ 3 [New Vault Group Name] フィールドに、Vault Group の名前を入力し、[Submit] をクリックします。

Vault Group 名の作成には、英数字（0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z）、ダッシュ（-）、および下線（_）だけが

使用できます。

ステップ 4 Vault を Vault Group に追加します。
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未割り当て Vault がそれぞれに対するオプション（表 3-13 で説明）があるドロップダウン リストとと

もに表示されます。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Vault Group のメンバーを表示するには、Vault Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] 
をクリックします。

Vault Group を削除するには、まず、すべての Vault をグループから削除し、次に [Delete Group] ボタ

ンをクリックします。

SSV Group の設定

SSV Group は、1 つ以上の ISV で構成されます。SSV Group 内の ISV は、コンテンツ取り込み、

キャッシュフィル応答、負荷分散、および帯域幅の使用に関してチームとして動作します。SSV Group 
は、他の SSV Group と性能適格性評価およびコストの考慮事項に基づいて相互間でキャッシュフィル

要求をやり取りすることにより、相互に作用します。

（注） [SSV Groups Setup] ページは、SSV Group 機能の一部であり、SSV Group がイネーブルの場合にだけ

表示されます。詳細については、「SSV グループ」（P.D-5）を参照してください。SSV Group がイネー

ブルのとき、[Vault Redundancy Map] ページと [Thin Pipe Map] ページも表示されます。[Vault 
Redundancy Map] ページは、ミラーリングのために SSV Group をマッピングすることに使用できま

す。詳細については、「冗長性のための Vault Group のマッピング」（P.3-42）を参照してください。

[Thin Pipe Map] ページは、SSV Group 間の低帯域幅接続の設定に使用できます。詳細については、

「シン パイプ マッピングを使用したキャッシュフィル帯域幅の設定」（P.3-45）を参照してください。

ISV は、複数の SSV Group のメンバーになることは一切できません。

（注） CDSM GUI で使用される SSV という用語は ISV と同じです。これらの用語は同義です。

ISV をグループ化する場合 ISV のネットワーク コスト、帯域幅の使用状況、および地理的な場所を考

慮する必要があります。グループ内のすべての ISV が宛先に到達するために同じコストがかかると見

なされます。

（注） SSV Group の 大数は 20 です。

表 3-13 未割り当て Vault オプション

未割り当て Vault オプション 説明

No Change Vault Group 割り当てに変更を加えません。

Vault Group Name この Vault Group にこの Vault を追加します。

None この Vault Group からこの Vault を削除します。選択された 
Vault Group に割り当てられた Vault だけに適用されます。
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SSV Group を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [SSV Groups Setup] の順に選択します。[SSV Groups Setup] ページが表

示されます。

ステップ 2 [Select SSV Group to View/Edit] ドロップダウン リストから、[Add New SSV Group] を選択し、

[Display] をクリックします。

SSV Group を編集するには、SSV Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリック

します。

ステップ 3 [New SSV Group Name] フィールドに、SSV Group の名前を入力し、[Submit] をクリックします。

SSV Group 名の作成には、英数字（0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z）、ダッシュ（-）、および下線（_）だけが

使用できます。

ステップ 4 SSV Group に SSV（ISV）を追加します。

未割り当て SSV がそれぞれに対するオプション（表 3-14 で説明）があるドロップダウン リストとと

もに表示されます。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

SSV Group のメンバーを表示するには、SSV Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] 
をクリックします。

SSV Group を削除するには、まず、すべての SSV をグループから削除し、次に [Delete Group] ボタン

をクリックします。

Cache Group の設定

Cache Group は、1 つ以上の Caching Node で構成されます。Cache Group 内の Caching Node はコン

テンツ キャッシング、負荷分散および帯域幅の使用に関してチームとして動作します。Cache Group 
は、他の Cache Group と性能適格性評価およびコストの考慮事項に基づいて相互間でキャッシュフィ

ル要求をやり取りすることにより、相互に作用します。Cache Group が別のグループにキャッシュフィ

ル タスクを明け渡す必要がある場合、[Stream to Cache Map] ページで設定された Cache Group 優先順

位に従います。

（注） [Cache Groups Setup] ページは VVI 機能の一部であり、VVIM にだけ表示されます。

Caching Node は、複数の Cache Group のメンバーになることは一切できません。

表 3-14 SSV オプション

SSV オプション 説明

No Change SSV Group 割り当てに変更を加えません。

Vault Group Name この SSV Group にこの Vault を追加します。

None この SSV Group からこの SSV を削除します。選択された SSV 
Group に割り当てられた SSV だけに適用されます。

Don't Change この SSV Group にこの SSV を割り当てません。
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Caching Node をグループ化する場合、Vault、Caching Node、および Streamer のネットワーク コス

ト、帯域幅の使用状況、および地理的な場所を考慮する必要があります。グループ内のすべての 
Caching Node が宛先に到達するために同じコストがかかると見なされます。

Cache Group を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Cache Groups Setup] の順に選択します。[Cache Groups Setup] ページ

が表示されます（図 3-15）。

図 3-15 [Cache Groups Setup] ページ - HTTP Streamer

ステップ 2 [Select Cache Group to View/Edit] ドロップダウン リストから、[Add New Cache Group] を選択し、

[Display] をクリックします。

Cache Group を編集するには、Cache Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリッ

クします。

ステップ 3 [New Cache Group Name] フィールドに、Cache Group の名前を入力し、[Submit] をクリックします。

Cache Group 名の作成には、英数字（0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z）、ダッシュ（-）、および下線（_）だけが

使用できます。

ステップ 4 Caching Node と Streamer 間の通信に HTTP を使用する VVI の場合は、次を実行します。

a. [Location Virtual IP] フィールドで、この Cache Group が Locate Port サービスの仮想 IP アドレス

として使用する IP アドレスを入力します。仮想 IP アドレスは、Locate IP およびポートにバイン

ドされています。Locate Port サービスの詳細については、「HTTP Streamer」（P.6-10）を参照して

ください。

b. [Location Subnet Mask] フィールドに、Location IP アドレスのサブネット マスクを入力します。

ステップ 5 Cache Group に Caching Node を追加します。

未割り当て Caching Node がそれぞれに対するオプション（表 3-15 で説明）があるドロップダウン リ
ストとともに表示されます。
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ステップ 6 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Cache Group のメンバーを表示するには、Cache Group をドロップダウン リストから選択し、

[Display] をクリックします。

Cache Group を削除するには、まず、すべての Caching Node をグループから削除し、次に [Delete 
Group] ボタンをクリックします。

Vault Group の Cache Group へのマッピング

[Cache To Vault Map] ページは、VVI で Vault Group を Cache Group マッピングするために使用しま

す。Cache Group に Vault Group をマッピングする前に、それらを作成する必要があります。詳細につ

いては、「Cache Group の設定」（P.3-37）、および「Vault Group の設定」（P.3-34）を参照してくださ

い。

（注） [Cache To Vault Map] ページは VVIM だけに表示され、Vault Redundancy と VVI が両方イネーブル

の場合にだけ使用できます。詳細については、「Vault 冗長性」（P.D-5）、および「仮想ビデオ インフラ

ストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

Vault Group を Cache Group にマッピングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Cache To Vault Map] の順に選択します。[Cache To Vault Map] ページ

が表示されます。

ステップ 2 [Cache Group] ドロップダウン リストから、Cache Group を選択し、[Select] をクリックします。使用

可能なすべての Vault Group が表示されます。デフォルトでは、すべての優先順位が [None] に設定さ

れています。

ステップ 3 各 Vault Group の優先順位を選択します。選択可能な優先順位は、次のとおりです。

 • [High]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 1 番め。

 • [Medium]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 2 番め。

 • [Low]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 後。

 • [None]：キャッシュフィル ソースとしてこの Vault Group を使用しない。

同じ優先順位レベルを持つグループはキャッシュフィル ソースとして同等と見なされます。少なくと

も 1 つの Vault Group に [None] よりも高い優先順位が設定されている必要があります。

表 3-15 未割り当て Caching Node オプション

未割り当て Caching Node オプ

ション 説明

No Change Cache Group 割り当てに変更を加えません。

Cache Group Name この Cache Group にこの Caching Node を追加します。

None この Cache Group からこの Caching Node を削除します。選択

された Cache Group に割り当てられた Caching Node だけに適

用されます。
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ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Cache Group の Vault Group マッピングを表示するには、Cache Group をドロップダウン リストから

選択し、[Display] をクリックします。

Cache Group または Vault Group を削除するには、「Cache Group の設定」（P.3-37） または 「Vault 
Group の設定」（P.3-34） を参照してください。Cache Group が削除されると、Cache Group へのマッピ

ングも削除され、また、[Stream To Cache Map] ページの Cache Group へのマッピングも削除されま

す。Vault Group が削除されると、Vault Group は各 Cache Group マッピングから削除され、[Vault 
Redundancy Map] ページの Vault Group へのマッピングも削除されます。

Stream Group のキャッシュフィル ソースへのマッピング

[Stream To Cache Map] ページは、VVI で Cache Group を Stream Group にマッピングするために使用

します。Cache Group を Stream Group にマッピングする前に、これらを作成する必要があります。詳

細については、「Stream Group の設定」（P.3-30）および「Cache Group の設定」（P.3-37）を参照して

ください。

分割ドメイン管理を使用する VVI で Cache Group に Stream Group をマッピングするには、Stream 
Manager が Cache Group を認識している必要があります。詳細については、「Cache Group の検索」

（P.3-33）を参照してください。

（注） [Stream To Cache Map] ページは、VVI がイネーブルの場合に Stream Manager 上のみで使用できます。

詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

[Server Setup] ページで [Streamer is Cache] がイネーブルのときに、Streamer をキャッシュフィル 
ソースとして使用できます（「サーバの設定」（P.3-61））。Stream Group 内の少なくとも 1 つの 
Streamer に対して [Streamer is Cache] がイネーブルのときに、Stream Group は [Stream To Cache 
Map] ページで使用できます。

Cache Group を Stream Group にマッピングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Stream To Cache Map] の順に選択します。[Stream To Cache Map] ペー

ジが表示されます（図 3-16）。
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図 3-16 [Stream To Cache Map] ページ

ステップ 2 [Stream Group] ドロップダウン リストから、Stream Group を選択し、[Select] をクリックします。使

用可能なすべての Cache Group と Stream Group が表示されます。デフォルトでは、すべての優先順位

が [None] に設定されています。

ステップ 3 各 Cache Group と Stream Group の優先順位設定を選択します。選択可能な優先順位は、次のとおりで

す。

 • [High]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 1 番め。

 • [Medium]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 2 番め。

 • [Low]：キャッシュフィル要求のソースとして優先順位 後。

 • [None]：キャッシュフィル ソースとしてこの Cache Group または Stream Group を使用しない。

同じ優先順位レベルを持つグループはキャッシュフィル ソースとして同等と見なされます。少なくと

も 1 つの Cache Group に [None] よりも高い優先順位が設定されている必要があります。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Stream Group の Cache Group マッピングを表示するには、Stream Group をドロップダウン リストか

ら選択し、[Display] をクリックします。

Stream Group または Cache Group を削除するには、「Stream Group の設定」（P.3-30） または 「Cache 
Group の設定」（P.3-37） を参照します。Stream Group が削除されると、Stream Group へのマッピング

も削除されます。Cache Group が削除されると、Cache Group が各 Stream Group マッピングから削除

され、[Vault To Cache Map] ページの Cache Group へのマッピングも削除されます。Vault Group が削

除されると、Vault Group は各 Stream Group マッピングから削除され、[Vault Redundancy Map] ペー

ジの Vault Group へのマッピングも削除されます。
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冗長性のための Vault Group のマッピング

[Vault Redundancy Map] ページは、Vault Group を相互にマッピングするために使用します。冗長性の

ために Vault Group をマッピングする前に、それらを作成する必要があります。詳細については、

「Vault Group の設定」（P.3-34）を参照してください。

（注） [Vault Redundancy Map] ページは、Vault Redundancy 機能の一部であり、Vault Redundancy がイネー

ブルの場合にだけ表示されます。VVI がイネーブルの場合、[Vault Redundancy Map] ページは VVIM 
にだけ表示されます。詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）、および「Vault 
冗長性」（P.D-5）を参照してください。

（注） リリース 2.4 では、Vault Group の 大数は 20 です。

Vault Group は、他の Vault Group と性能適格性評価およびコストの考慮事項に基づいて相互間で

キャッシュフィル要求をやり取りすることにより、相互に作用します。Vault Group が別のグループに

キャッシュフィル タスクを明け渡す必要がある場合、[Vault Redundancy Map] ページで設定された 
Vault Group の優先順位に従います。Vault Group の冗長性の詳細については、「Vault Group の冗長性」

（P.1-10）を参照してください。

別の Vault Group に Vault Group をマッピングするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Vault Redundancy Map] の順に選択します。[Vault Redundancy Map] 
ページが表示されます（図 3-17）。

図 3-17 [Vault Redundancy Map] ページ
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ステップ 2 [Vault Group] ドロップダウン リストから、Vault Group を選択し、[Select] をクリックします。使用可

能なすべての Vault Group が表示されます。デフォルトでは、すべての優先順位が [Ignore] に設定され

ています。

ステップ 3 Vault Group の優先順位を選択します。選択可能な優先順位は、次のとおりです。

 • [Mirror]：コンテンツは、この Vault Group にミラーリングされます。また、プライマリ Vault 
Group が使用できなくなった場合は、この Vault Group が Streamer または Caching Node からのコ

ンテンツ要求に対するソースになります。コンテンツをミラーリングする先として、 大 3 台の 
Vault Group を選択できます。

（注） [Server Setup] ページ上の [Vault Mirror Copies] フィールドは、指定した Vault に保管され

たコンテンツの CDS に格納されるミラーリングされたコピーの数を決定します。詳細につ

いては、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。[Vault Redundancy Map] ページ

では、コンテンツのミラーリングに参加する Vault Group を指定します。

 • [Ignore]：コンテンツのミラーリングまたはバックアップ ソースとしてこの Vault Group を使用し

ない。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

Vault Group マッピングを表示するには、Vault Group をドロップダウン リストから選択し、[Display] 
をクリックします。

Vault Group を削除するには、「Vault Group の設定」（P.3-34） を参照してください。Vault Group が削

除されると、Vault Group へのマッピングも削除されます。

マスター Vault Group の設定

[Master Vault Group] ページでは、マスター Vault およびマスター IP アドレスを持つ Vault Group を選

択できます。[Master Vault Group] 内の Vault の 1 つがマスター Vault に指定されます。マスター Vault 
に障害が発生した場合、[Master Vault Group] 内の別の Vault がマスター Vault を引き継ぎます。

マスター IP アドレスは、初期設定（cdsconfig スクリプト）の一部として設定され、この情報は 
rc.local ファイルの statsd 行に追加されます。

[Master Vault Group] でマスター Vault を検索するには、各 Vault に root としてログインし、ifconfig 
-a | more コマンドを入力します。マスター Vault には次の仮想 IP アドレス（eth0:1）出力があります。

eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:00:00:00:00 
inet addr:172.22.98.54 Bcast:172.22.99.255 Mask:255.255.254.0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
Memory:b8820000-b8840000

スレーブ Vault には上記のような仮想 IP アドレスはありません。

（注） [Master Vault Group] ページは Vault Redundancy 機能の一部であり、Vault Redundancy がイネーブル

の場合にだけ表示されます。VVI がイネーブルの場合、[Master Vault Group] ページは VVIM にだけ

表示されます。詳細については、「仮想ビデオ インフラストラクチャ」（P.D-6）、および「Vault 冗長

性」（P.D-5）を参照してください。

[Master Vault Group] を設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Master Vault Group] の順に選択します。[Master Vault Group] が表示さ

れます。

ステップ 2 Vault Group に関連付けられた [Master Vault Group] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 3 [Submit] をクリックします。

（注） 設定を初めて送信した後で、[Master Vault Group] を変更する場合、変更を有効にするために

は古い [Master Vault Group] および新しい [Master Vault Group] のすべての Vault の再起動が

必要です。詳細については、「サーバの再起動」（P.7-5）を参照してください。

Control および Setup IP の設定

Setup サーバとして指定された Streamer は、バックオフィスとインターフェイスし、適切な Stream 
Group に設定メッセージを転送します。各 Stream Group の Setup サーバとして 1 つの IP アドレスだ

けを指定できます。RTSP 環境では、Setup サーバおよび Control サーバは同じサーバである必要があ

ります。

（注） 分割ドメイン管理のある VVI を使用する RTSP 環境では、各 Stream Manager は Setup サーバに対し

て 2 つの Setup ID を割り当てられます。Stream Manager が両方の Setup ID を使用する場合、追加の 
Setup ID を求めて VVIM に問い合わせます。VVIM が到達不能である場合、[Control/Setup IP] ページ

に新しい Setup ID を手動で入力する [Setup ID] フィールドが表示されます。詳細については、「分割ド

メイン管理を使用した VVI を対象としたサーバ ID およびグループ ID の識別」（P.7-10）を参照してく

ださい。

Control サーバは、Lightweight ストリーム制御プロトコル（LSCP）クライアントまたはリアルタイム 
ストリーミング プロトコル（RTSP）クライアントとの通信に使用されます。各 Control サーバは 大 
6000 台のクライアントを処理します。 大 6000 台のクライアントの各グループに Control サーバを 1 
台設定する必要があります。たとえば、7000 台のクライアントを持つ場合、2 台の Control サーバを設

定する必要があります。Control サーバは各 Stream Group に関連付けられます。このリリースでは各 
Stream Group に対して Control サーバは 1 台だけ許可されています。

Control および Setup サーバの詳細については、「Streamer のワークフロー」（P.6-8）を参照してくださ

い。

Control/Setup IP を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Control/Setup IP] の順に選択します。[Control/Setup IP] ページが表示

されます（図 3-18）。
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図 3-18 [Control/Setup IP] ページ

ステップ 2 各 Stream Group に対して、Control IP、Setup IP、または Control/Setup IP の IP アドレスとサブネッ

ト マスクを入力します。

ステップ 3 [IP Type] ドロップダウン リストから、IP タイプを選択します。タイプの説明については、表 3-16 を
参照してください。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

（注） 現在設定されているすべての Control/Setup IP は、[Control/Setup IP] ページの [Configured 
Control/Setup IPs] セクションにリストされています。

Control/Setup IP を編集するには、必要に応じて [Control/Setup IP] に変更を加えて、[Submit] をク

リックします。

Control/Setup IP を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにして、[Submit] をクリックしま

す。

シン パイプ マッピングを使用したキャッシュフィル帯域幅の設定

[Thin Pipe Map] ページでは、ローカル グループとリモート グループ間の低帯域幅接続を設定できま

す。ローカル グループは同じグループ内のサーバで構成されます。たとえば、Stream Group のすべて

の Streamer は同じグループ、またはローカル グループの一部と見なされます。ローカル グループは、

同じローカル エリア ネットワーク（LAN）の CDS サーバで構成されます。リモート グループは、そ

表 3-16 Control/Setup タイプ 

Type 説明

Control IP LSCP または RTSP クライアント制御だけに使用する IP アドレス。

Setup IP Setup サーバの IP アドレス。

Control/Setup IP LSCP または RTSP クライアント制御に使用する Control/Setup IP アドレス。
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の他の Stream Group、Cache Group、および Vault Group 内のすべてのサーバで構成されます。リモー

ト グループはワイドエリア ネットワーク（WAN）経由で到達可能なすべての CDS サーバで構成され

ます。

各ローカル グループに対して複数のシン パイプが設定できます。たとえば、Cache Group にグループ

化された Caching Node は、Vault Group があるサイトへの 1 本の 500 Mbps のシン パイプ、および 
Stream Group がある場所への 2 本目の 500 Mbps のシン パイプを持てます。シン パイプは互いに完全

に独立しています。

[Thin Pipe Map] ページでは、リモート グループに複数のパイプを介して到達する必要のある階層にシ

ン パイプを設定することもできます。たとえば、Cache Group は複数の Stream Group へのストリーミ

ングに使用する 500 Mbps のシン パイプを持てます。各 Stream Group は個別の 100 Mbps のシン パイ

プを持てます。この場合、すべての Stream Group への Cache Group 出力トラフィックは 500 Mbps に
制限され、この Cache Group から各 Stream Group への入力トラフィックは 100 Mbps に制限されま

す。この例では、Cache Group に次の 4 本のシン パイプが設定されます。3 つの Stream Group すべて

に対する 1 本の 500 Mbps のパイプ、および個々の Stream Group に対して 1 本ずつ、合計 3 本の 100 
Mbps のパイプです。

（注） [Thin Pipe Map] ページは、[Thin Pipe Management] がイネーブルの場合にだけ表示されます。詳細に

ついては、「シン パイプ管理」（P.D-6）を参照してください。

CDS で CCP トラフィックが正しく動作するには、次の設定が必要です。

 • シン パイプマッピングが CDS に設定されている必要があります。

 • DiffServ AF 設定が CDS サーバで設定されている必要があります。

 • ルータは、CDS のシン パイプ マッピングに設定された帯域幅をサポートしている必要がありま

す。

（注） [Thin Pipe Map] ページの CCP に設定されている帯域幅は、AF クラス用に予約される 小帯域幅であ

る必要があります。すべてのサイト間の CCP 用に設定されたすべての物理リンクの帯域幅の合計は、

CCP 用に予約された AF クラスに設定された帯域幅よりも小さい必要があります。

CCP は、HTTP を使用する VVI の Vault と Caching Node の間、および CCP を使用するの VVI 内お

よびすべての非 VVI 内のすべてのサーバ間のプロトコルとして使用されます。AF クラスは、各 CDS 
サーバ上で設定されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

例として、図 3-19 に、2 つのスーパー ヘッドエンド（SHE）、3 つのキャッシング サイト、および 1 つ
のストリーミング サイトがある仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）システムのさまざまなグ

ループで使用可能な 大帯域幅を示します。
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図 3-19 シン パイプの例

（注） 使用可能な 大帯域幅は、物理リンクによって決まります。また、帯域幅の可用性に制約を加えるネッ

トワーク設計によっても決まります。スイッチド ネットワークにさらに制限がある場合、たとえば、

Vault Group 1（VG1）から Vault Group 2（VG2）および Cache Group 3（CG3）が VG1 と他の 2 つ
のサイト間のルートで 3 Gbps リンクを共有するときは、この 3 Gbps の制限を指定するように別のシン 
パイプを設定する必要があります。

表 3-17 に、図 3-19 に説明されたさまざまな Vault Group に設定されるシン パイプ マッピングを示し

ます。

表 3-17 シン パイプのシン パイプ マッピングの例 

シン パイプ 
マップ リモート グループ

帯域幅

（Gbps）
Vault Group 1（VG1）
VG1toAll Vault Group 2、Cache Group 1、Cache Group 2、Cache Group 

3
5

VG1toVG2 Vault Group 2 4
VG1toCG1 Cache Group 1 2
VG1toCG2 Cache Group 2 2
VG1toCG3 Cache Group 3 2

Vault Group 2（VG2）
VG2toAll Vault Group 1、Cache Group 1、Cache Group 2、Cache Group 

3
4

VG2toCG1 Cache Group 1 2
VG2toCG2 Cache Group 2 2
VG2toCG3 Cache Group 3 2

Cache Group 1（CG1）
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表 3-17 に設定されたシン パイプでは、Vault Group 1 の帯域幅が Vault Group 1 で使用可能な 大帯域

幅（5 Gbps）を超えることが一切ないようにします。これは、すべてのリモート グループが Vault 
Group 1 からのキャッシュフィルを要求しても（ 大 9 Gbps のスループットになる）、Vault Group 1 
から送信されるキャッシュフィル トラフィックの実際の 大帯域幅が決して 5 Gbps を超えないことを

示します。

シン パイプ マップを設定するには、次の手順を実行します。

[Configure] > [Array Level] > [Thin Pipe Map] の順に選択します。[Thin Pipe Map] ページが表示され

ます（図 3-20）。

図 3-20 [Thin Pipe Map] ページ

ステップ 5 [Configured Pipes] ドロップダウン リストから、[Create New Pipe] を選択し、[Select] をクリックしま

す。

パイプ マップを編集するには、パイプ マップをドロップダウン リストから選択し、[Select] をクリッ

クします。

ステップ 6 [Local Group] ドロップダウン リストから、このシン パイプ マップに対してローカル グループとして

使用するグループを選択します。

ステップ 7 [Pipe Name] フィールドに、パイプ マップの名前を入力します。

ステップ 8 [Max Bandwidth] フィールドに、このパイプの 大メガビット /秒（Mbps）を入力します。

CG1toAll Vault Group 1、Vault Group 2、Cache Group 2、Cache Group 
3

CG2toSG1 Stream Group 1 3 

Cache Group 2（CG2）
CG2toAll Vault Group 1、Vault Group 2、Cache Group 1、Cache Group 

3
2

Cache Group 3（CG3）
CG3toAll Vault Group 1、Vault Group 2、Cache Group 1、Cache Group 

3
2

表 3-17 シン パイプのシン パイプ マッピングの例（続き）

シン パイプ 
マップ リモート グループ

帯域幅

（Gbps）
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入力した 大帯域幅は、グループ内の各サーバに適用されます。たとえば、2 グループ間の 大帯域幅

が 5 Gbps（5000 Mbps）に設計されていて、各グループに 2 台のサーバがある場合、入力する数は 
2500 Mbps（5000 Mbps をグループ内のサーバの数で割った値）である必要があります。

（注） 大帯域幅しきい値は、[Max Bandwidth] フィールドの 75 % です。

ステップ 9 [Available Remote Groups] エリアでは、この 大帯域幅制限を使用する各リモート グループの横にあ

るチェックボックスをオンにします。

ステップ 10 このシン パイプが、キャッシング プロトコルとして HTTP を使用する VVI の Caching Node と 
Streamer 間の帯域幅を制限する場合は、[Limit HTTP] チェックボックスをオンにします。

ステップ 11 [Submit] をクリックします

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

シン パイプ マッピングを削除するには、パイプ名を [Configured Pipes] ドロップダウン リストから選

択し、[Select] をクリックし、[Delete] をクリックします。

Media Scheduler の設定

（注） [Media Scheduler] ページは MediaX オプション機能の一部です。

[Media Scheduler] ページでは、コンテンツ メタデータの取り込みおよび生成をコンテンツにスケ

ジュールできます。[Media Scheduler] ページで使用可能なチャネルは、アップロードされた EPG ファ

イルに含まれるチャネルおよび [Input Channels] ページで設定されたチャネルによって決まります。詳

細については、「EPG ファイルのアップロード」（P.7-10）および「入力チャネルの設定」（P.3-25）を

参照してください。

取り込み時間は、取り込みスケジュールの開始のタイムスロットの値を [Input Channels] ページの 
[Publish Time Adjustment] フィールドに追加することによって算出されます。

（注） コンテンツをスケジュールできるようにするには、[Input Channels] ページからチャネルを追加してか

ら、[Media Scheduler] のセルを入力するために EPG ファイルをアップロードするか、[Media 
Scheduler Package Metadata] ウィンドウを使用して手動でメタデータを入力する必要があります。

[Media Scheduler] ページから、次の作業を実行できます。

 • コンテンツ取り込みをスケジュールするチャネルの選択。

 • 各選択したタイムスロットのコンテンツ メタデータの表示。

 • すべての必要な ADI メタデータ値が使用可能な場合に、特定のチャネルのコンテンツを取り込む

ようにスケジュール。

 • メタデータ値が使用可能でない場合に、メタデータ値の追加、またはメタデータ値の変更。

 • EPG データの競合があれば解決。

次の手順では、これらすべての作業を実行できます。
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ユーザ設定

コンテンツ取り込みのスケジュールおよびメタデータ情報の編集をするには、次の作業を行います。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Media Scheduler] の順に選択します。[Media Scheduler] ページの [User 
Preferences] が表示されます（図 3-21）。

図 3-21 [Media Scheduler] ページ - [User Preferences]

ステップ 2 [Hide On Return] を選択するか、[Media Scheduler] ページに進むたびにユーザ設定を表示するために 
[Show On Return] を選択します。

（注） メイン [Media Scheduler] ページで [Edit Settings] をクリックして、またはカレンダーが表示さ

れたときに、ユーザ設定をいつでも変更できます。CDSM にログインするたびに設定を呼び出

すようにするには、「ユーザのデフォルト設定の変更」（P.7-4）を参照してください。

ステップ 3 [Action on Recurring Schedules] では、[Preserve Existing Schedules] または [Overwrite Existing 
Schedules] を選択します。このオプションは、ユーザ生成のスケジュールのみが対象です。このオプ

ションは、アップロードされた EPG データは対象ではありません。詳細については、「Package 
Metadata Editor」（P.3-54）を参照してください。

[Preserving Existing Schedules] では、選択した日とチャネルに現在スケジュールされているコンテン

ツを維持して、空のタイムスロットだけを埋めます。[Overwrite Existing Schedules] は、ユーザが選

択した日付およびチャネルに現在スケジュールされているすべてのコンテンツを上書きします。
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ステップ 4 アップロードされた EPG ファイルを元とするイベントをスケジュールすると、Media Scheduler は
チャネル名、タイトルの要約、および「package」の語を組み合わせてパッケージ名を作成します。

[Package Name Auto-Generation] では、パッケージ名がすでに存在している場合に新しいパッケージ

名を自動生成するときは、[Enable] を選択するとパッケージ名に開始時間追加されます。パッケージ名

がすでに存在し、Metadata Editor を使用してパッケージ名を作成する場合は、[Disable] を選択しま

す。

ステップ 5 スケジュールするチャネルのチェックボックスをオンにします。

（注） 新しいチャネルを作成するには、「入力チャネルの設定」（P.3-25） を参照してください。

ステップ 6 設定を保存するには、[Save] をクリックします。カレンダーが表示されます（図 3-22）。

図 3-22 [Media Scheduler] ページ - カレンダー

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

コンテンツ取り込みのスケジュール

コンテンツ取り込みのスケジュールおよびメタデータ情報の編集をするには、次の作業を行います。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Media Scheduler] の順に選択します。[Hide On Return] を [User 
Preferences] で選択した場合、Media Scheduler カレンダーが表示されます（図 3-22）。[Show On 
Return] を [User Preferences] で選択した場合、[User Preferences] が表示されます（図 3-21）。

ステップ 2 カレンダーから、スケジュールする日をクリックします。スケジュールする月が表示されていない場

合、カレンダーの両側の左右の矢印を使用して月を変更します。

（注） 今日の日付は、枠で囲まれて表示されます。

選択した日のスケジュールが表示されます（図 3-23）。
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図 3-23 [Media Scheduler] ページ - スケジュール

スケジュールのステータスに応じて、データ（プログラム）のあるスケジュール セルは異なる色で表

示されます。EPG データをアップロードした [Media Scheduler] ページを 初に表示すると、すべての

プログラムが「Not Scheduled」状態になります。[Media Scheduler] ページに、スケジュールのセルの

異なる色を説明する凡例が表示されます。

小さいタイムスロットは青でマークされます。小さいタイムスロットのプログラム情報を表示するに

は、タイムスロットをクリックします。ページが更新され、小さいタイムスロットのスケジュールが

ページの下部に表示されます。

ヒント プログラムに関する情報を表示するには、セルの上にマウス ポインタを移動します。ポップ 
アップにプログラム情報が表示されます（図 3-24）。
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図 3-24 [Media Scheduler] ページ - プログラム情報

ステップ 3 スケジュールする各プログラムの各セルをクリックします。

メタデータの作成に必要なすべての情報がチャネルおよびタイムスロットで使用可能な場合、セルの色

は緑に変わり、タイムスロットが「Marked for Scheduling」であることを示します。

メタデータの作成に必要なすべての情報が使用可能ではない場合、新しいウィンドウが開き、

[Package Metadata Editor] が表示されます。「Package Metadata Editor」（P.3-54）を参照してくださ

い。

ヒント あるいは、チャネルのすべてのスケジュールされていないイベントをスケジュールするには、

チャネルのカラム見出しをクリックします。必要なすべてのメタデータ情報が使用可能な場

合、この方法では自動的に変更を送信し、それらのタイムスロットすべてに「Scheduled」と

マークしてページをリフレッシュします。

ヒント [Bulk Schedule] オプションでは、複数のチャネルのイベントを同時にスケジュールできます。

すべてのチャネルまたはチャネルのグループのまる 1 日を設定するには、[Bulk Schedule] をク

リックします。[Bulk Schedule] ダイアログ ボックスが表示されます。各チャネルの横の

チェックボックスをチェックし、[Submit] をクリックします。必要なすべてのメタデータ情報

が使用可能な場合、この方法ではその日のすべてのタイムスロットをスケジュールします。す

べてのチャネルを選択するには、[Select All] をオンにします。すべてのチャネルを選択解除す

るには、[Unselect All] をオンにします。フィールドは、[Select All] と [Unselect All] フィール

ドで切り替わります。

（注） スケジュールできるのは、現在および将来のタイムスロットのみです。ただし、過去のタイム

スロットの表示はできます。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。[Media Scheduler] ページがリフレッシュされ、すべての「Marked for 
Scheduling」セルが「Scheduled」に変更されます。

（注） 編集できるのは、現在および将来のスケジュール エントリのみです。

スケジュールされた取り込みを削除するには、スケジュールされたタイムスロットをクリックします。

「Scheduled」から「Marked for Unscheduling」にタイムスロットが変更されます。[Submit] をクリッ

クします。
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ヒント タイムスロットをスケジュールしないようにマークし、別のタイムスロットをスケジュールす

るようにマークして、すべての変更を一度に送信できます。

Package Metadata Editor
Package Metadata Editor では、既存のメタデータの編集または表示、または将来の未使用のタイムス

ロットに新しいメタデータの入力ができます。

Package Metadata Editor を使用するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 任意の未使用のタイムスロットに新しいメタデータを入力するには、未使用のタイムスロットをクリッ

クします。既存のメタデータを編集するには、スケジュールされたタイムスロットをダブルクリックし

ます。新しいウィンドウが開き、[Package Metadata Editor] が表示されます（図 3-25）。
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図 3-25 [Package Metadata Editor] - ユーザ生成のタイムスロット

EPG ファイルを元とするメタデータは、チャネル値（[Input Channels] ページで設定）と EPG ファイ

ルからアップロードしたデータの組み合わせを使用して作成されます。すべてのデータを使用できる場

合、メタデータが生成され、コンテンツの取り込みがスケジュールされて、コンテンツのパブリッシュ

の開始時刻が設定されます。

ステップ 2 ユーザ生成のスケジュールから作成されたメタデータについては、スケジュールを繰り返すためのオプ

ションがあります（図 3-26）。
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図 3-26 ユーザ生成のスケジュールのスケジュール繰り返しオプション

[Recurring Schedule] フィールドで指定されたタイムスロットにメタデータ情報をコピーするには、

[Recurring Schedules] チェックボックスをオンにします。[Recurring Schedule] フィールドの説明につ

いては、表 3-18 を参照してください。

[User Preferences] の設定に基づいて、既存のメタデータは維持される、または上書きされます。詳細

については、「ユーザ設定」（P.3-50）を参照してください。

ステップ 3 [Package Metadata] を使用して、欠落している情報を入力するか、既存の情報を編集し、[Submit] を
クリックします。

[Package Metadata] に表示されるフィールドについては、www.cablelabs.com の『CableLabs 
Video-On-Demand Content Specification Version 1.1』（MP-SP-VOD-CONTENT1.1-I03-040107）のマ

ニュアルを参照してください。

表 3-18 スケジュール繰り返しのフィールド

フィールド オプション 説明

Recurrence Pattern Daily [Daily] を選択した場合、[Recurrence End Time] に達する

までメタデータは毎日同じタイムスロットにコピーされま

す。

Weekly [Weekly] を選択した場合、[Recurrence End Time] に達す

るまでメタデータは、選択した毎曜日（[Sun]、[Mon]、
[Tue]、[Wed]、[Thu]、[Fri]、[Sat]）の同じタイムスロッ

トにコピーされます。

Monthly [Monthly] を選択した場合、[Recurrence End Time] に達

するまでメタデータは、選択した週（[1st]、[2nd]、
[3rd]、[4th]、[last]）の選択した曜日（[Sun]、[Mon]、
[Tue]、[Wed]、[Thu]、[Fri]、[Sat]）の同じタイムスロッ

トにコピーされます。

Recurrence End Time One year from 
start time

[Recurrence Pattern] は、メタデータの [Start Time] から 1 
年間繰り返されます。

End After [Recurrence Pattern] は、[occurrences] フィールドで指定

した回数繰り返されます。

End By [Recurrence Pattern] は、[End By] フィールドで指定した

日付に達するまで繰り返されます。
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Media Scheduler での競合の解決

競合が次のシナリオの結果として発生する可能性があります。

 • 情報が EPG ファイルからアップロードされ、Media Scheduler がこの情報を使用しています。し

かし、そのスケジュールが変更されました。

 • スケジュール情報は同じ時刻およびチャネルの新しいエントリで更新されますが、各エントリに異

なるコンテンツ情報があります。

これらの競合を表示し、 新情報をスケジュールするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Array Level] > [Media Scheduler] の順に選択します。[Media Scheduler] ページに、経

過したこれらのイベントを含むすべての競合が表示されます（図 3-27）。

メイン [Media Scheduler] ページに移動するには、[Go To Scheduler] をクリックします。

図 3-27 [Media Scheduler] ページ - 競合

ステップ 2 スケジュールの競合を解決するには、レコード番号のリンクをクリックします。[Media Scheduler] 
ページがリフレッシュされ、選択した競合のチャネルが表示されます。

競合のあるタイムスロットは茶色で表示されます。

ステップ 3 競合を消去するには、タイムスロットをクリックします。すべてのメタデータ情報が使用可能な場合、

タイムスロットは 新情報を取得し、「Marked for Scheduling」を示す緑色で表示されます。

メタデータの作成に必要なすべての情報が使用可能ではない場合、新しいウィンドウが開き、

[Package Metadata Editor] が表示されます（図 3-25）。メタデータを必要に応じて入力し、[Submit] を
クリックします。[Package Metadata Editor] ウィンドウが閉じます。

ステップ 4 すべての競合が [Media Scheduler] ページで消去された後で、「Marked for Scheduling」タイムスロッ

トのすべてをスケジュールするには、[Submit] をクリックします。
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サーバ レベルの設定
サーバの初期設定を完了した後は（「デバイスの初期設定」（P.2-1） を参照）、CDSM によってこれが検

出され、サーバの IP アドレスまたはニックネームが [server] ドロップダウン リストの選択に使用でき

ます。

[Server Level] タブには次の設定オプションがあります。

 • インターフェイスの設定

 • サーバの設定

 • ルート テーブルの設定

 • SNMP エージェントの設定

 • サーバ レベル DNS の設定

 • サーバ レベル NTP の設定

 • RTSP の設定

 • FSI の設定

インターフェイスの設定

[Interface Setup] ページは、CDS サーバのさまざまなインターフェイスを設定するために使用します。

CDS サーバのイーサネット インターフェイス機能を設定できます。ただし、サーバごとに 適な設定

があります。インターフェイス機能については、表 3-19 で説明されています。

表 3-19 CDS インターフェイス 

Type 説明

General イーサネット インターフェイスを 適な設定にできるように予約します。

Management サーバ、ストリーム制御および ISA 通信の条件に関して、他のネットワーク デバ

イスと通信します。

Ingest コンテンツ プロバイダー システムとの接続を確立し、コンテンツを Vault または 
ISV に取り込むようにします。

Cache コンテンツを Vault と Streamer の間で、または VVI の場合は Vault、Caching 
Node、および Streamer の間で転送します。

Stream/Cache キャッシュおよびストリーミング トラフィックの両方に Streamer で使用されま

す。インターフェイスが Streamer のキャッシュおよびストリーミング トラ

フィックの両方に設定されている場合、キャッシュ トラフィックが他のインター

フェイスで送信できるのであれば、高帯域幅ストリーム トラフィックが優先され

ます。

Stream ストリームを QAM デバイスに、または IPTV の場合はサブネットに転送します。
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すべての CDE サーバでの 適な設定は、次のとおりです。

 • eth0 は管理

 • eth1 は Vault および ISV での取り込み

 • サーバに応じて他のインターフェイスはすべて [Cache]、[Stream]、[Stream/Cache]、[Stream 
Control]、または [Locate] に使用できます

インターフェイスを設定するには、次の作業を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [Interface Setup] を選択します。[Interface Setup] ページが表示されま

す（図 3-28）。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。

Stream Control STB と Streamer の間で制御メッセージを送信します。ストリーム制御インター

フェイスとしてインターフェイスを指定すると、ストリーム制御トラフィックを

ストリーム トラフィックから区別することができます。ストリーム制御の詳細に

ついては、「Control および Setup IP の設定」（P.3-44） を参照してください。スト

リーム制御トラフィックに別のルート サブネットを設定するには、「ルート テー

ブルの設定」（P.3-69） を参照してください。

Locate HTTP Streamer と通信するために Caching Node で使用されます。Caching Node 
の 1 つのインターフェイスは、HTTP Streamer 用に [Locate] に設定する必要があ

ります。HTTP Streamer は仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）でのみサ

ポートされます。詳細については、「Caching Node のワーク フロー」（P.6-9）を

参照してください。

表 3-19 CDS インターフェイス（続き）
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図 3-28 [Interface Setup] ページ - Vault ページ

ステップ 3 必要に応じて、各インターフェイス設定を選択します。

ステップ 4 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。
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サーバの設定

サーバの初期設定を完了した後は、CDSM によってこれが検出され、サーバの IP アドレスまたはニッ

クネームが [server] ドロップダウン リストの選択に使用できます。

サーバを設定するには、次の作業を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [Server Setup] を選択します。[Server Setup] ページが表示されます。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。

ステップ 3 フィールドは、Vault、Streamer、および ISV サーバごとに異なります。図 3-29 に、Vault の [Server 
Setup] を示します。図 3-30 に、Streamer の [Server Setup] を示します。ISV のサーバ設定ページに

は、Vault および Streamer のフィールドの組み合わせが表示されます。フィールドの説明およびフィー

ルドが適用されるサーバについては、表 3-21 を参照してください。Caching Node の設定ページの

フィールドは、表 3-21 に説明されています。

表 3-20 に、CDSM GUI ID の名前と、setupfile および .arroyorc ファイル内の CServer 名とのマッピ

ングを示します。

表 3-20 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid
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図 3-29 [Server Setup] - Vault サーバ ページ
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図 3-30 [Server Setup] - Streamer サーバ ページ
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表 3-21 サーバ設定のフィールド 

フィールド 説明 サーバ タイプ

Hostname このサーバの完全修飾ホスト名 名前には 大 64 文字の長さを使用できます。ホスト名の

割り当てはオプションです。

ホスト名は完全修飾である必要があります。たとえば、vault.cisco.com。

DNS は、正引きおよび逆ルックアップの両方を使用して、選択する IP アドレスに対す

るホスト名を解決できる必要があります。解決できないホスト名を入力すると、サーバ

にアクセスできない場合があります。

すべてのサー

バ：Vault、
Caching 
Node、
Streamer、
ISV

TTL データ パケットの IP 存続可能時間（TTL）。IP TTL のデフォルトは 16 ホップです。有

効なエントリの範囲は 0 ～ 255 です。

すべてのサー

バ

Null Streaming [Null Streaming] ドロップダウン リストから、ヌル MPEG ファイルのストリーミングを

許可するには [Enabled] を選択します。または、ヌル MPEG ファイルのストリーミング

を防止するためには [Disabled] を選択します。

すべてのサー

バ

Default Stream/Cache Settings
Source IP すべてのストリームおよびキャッシュ インターフェイスのデフォルト送信元 IP アドレ

ス。[Source IP] アドレスが空の場合、デフォルトの 192.168.207.65 が使用されます。

すべてのサー

バ

Starting 
Transport Port

ストリームおよびストリーム /キャッシュ インターフェイスで使用される 初のデフォ

ルト UDP ポート番号。[Starting Transport Port] が空白の場合、デフォルトの 48879 が
使用されます。

Streamer、
ISV

Ending 
Transport Port

ストリームおよびストリーム /キャッシュ インターフェイスで使用される 後のデフォ

ルト UDP ポート番号。[Ending Transport Port] 番号のデフォルトはありません。

Streamer、
ISV

Cache Port サーバ間のキャッシュ トラフィックに使用するデフォルト UDP ポート番号。[Cache 
Port] が空白の場合、デフォルトの 48879 が使用されます。

すべてのサー

バ

Ingest MPEG Settings
PID 
Standardization

このフィールドは情報を示すだけです。このフィールドがイネーブルに設定されている

場合、ほとんどのアセットが同じ PID を使用するように、取り込み時に MPEG-2 ビデオ 
アセットのプログラム識別子（PID）が標準化されます。[Ingest MPEG] フィールドの設

定を変更するには、「取り込み調整の設定」（P.3-18） を参照してください。

Vault

Sequence End 
Remove

このフィールドは情報を示すだけです。このフィールドがイネーブルに設定されている

場合、アセットの 後にある（ 後にだけある）SEQ END ヘッダーは取り込み時に削除

されます。[Ingest MPEG] フィールドの設定を変更するには、「取り込み調整の設定」

（P.3-18） を参照してください。

Vault

Rate 
Standardize

このフィールドは情報を示すだけです。このフィールドがイネーブルに設定されている

場合、MPEG-2 ビデオ アセットは取り込み時にレートが標準化されるため、ほとんどの

アセットが 2 つの標準レートのうちの 1 つを使用します。標準レートは、SD アセットで

は 3.75 Mbps、HD アセットでは 15 Mbps です。[Ingest MPEG] フィールドの設定を変

更するには、「取り込み調整の設定」（P.3-18） を参照してください。

Vault

Stream Group Information
Stream Group

Stream Group 
ID

これらのフィールドは、ISV または Streamer がメンバーの Stream Group および Stream 
Group ID を表示します。[Stream Group] と [Stream Group ID] は情報を示すだけです。

Stream Group を設定するには、「Stream Group の設定」（P.3-30） を参照してください。

Streamer、
ISV
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Streamer Is 
Cache

[Streamer Is Cache] がイネーブルの場合、別の Stream Group の Streamer によって、

Streamer は可能なキャッシュフィル ソースとして使用されることができます。[Streamer 
is Cache] がイネーブルに設定された少なくとも 1 つの Streamer を持つすべての Stream 
Group は、[Stream to Cache Map] ページに表示されます。このページでは、Stream 
Group を可能なキャッシュフィル ソースとして選択して優先できます。[Streamer Is 
Cache] がイネーブルに設定された Streamer だけが可能なキャッシュフィル ソースとし

て使用されます。Streamer からのキャッシュフィル応答に使用されるプロトコルは常に 
CCP です。詳細については、「Stream Group のキャッシュフィル ソースへのマッピン

グ」（P.3-40）を参照してください。

Streamer

Cache Group Information
Cache Group

Cache Group ID
これらのフィールドは、Caching Node がメンバーの Cache Group 名および Cache Group 
ID を表示します。Cache Group 名は情報を示すだけです。Cache Group を設定するに

は、「Cache Group の設定」（P.3-37） を参照してください。

Caching Node

Vault Group Information
Vault Group

Vault Group ID
これらのフィールドは、Vault がメンバーの Vault Group 名および Vault Group ID を表示

します。Vault Group 名は情報を示すだけです。Vault Group を設定するには、「Vault 
Group の設定」（P.3-34） を参照してください。

Vault

Jumbo Frames Support
Stream Jumbo 
Frames

デフォルトでは、ジャンボ フレームはストリーム インターフェイスでディセーブルで

す。この場合、ストリーム トラフィックは、 大フレーム サイズ 1500 バイトの標準フ

レームに準拠します。

ジャンボ フレームがイネーブルの場合、ジャンボ フレームをサポートするようにスイッ

チが設定されていることを確認する必要があります。ジャンボ フレーム サイズは 低で

も 8192 バイトに設定する必要があります。

Streamer、
ISV

Cache Jumbo 
Frames

デフォルトでは、ジャンボ フレームはキャッシュ インターフェイスでディセーブルで

す。この場合、キャッシュ トラフィックは、 大フレーム サイズ 1500 バイトの標準フ

レームに準拠します。

ジャンボ フレームがイネーブルの場合、ジャンボ フレームをサポートするようにスイッ

チが設定されていてキャッシュ インターフェイス間で通信できることを確認する必要が

あります。ジャンボ フレーム サイズは 低でも 8192 バイトに設定する必要があります。

すべてのサー

バ

Server Status
Server Offload [Server Offload] は、サーバの現在のオフロードのステータスを表示します。[Server 

Offload] がイネーブルの場合、新しいプロビジョニングを拒否するようにサーバが設定

されます。[Server Offload] は、通常、システム メンテナンスを行う必要がある場合、ま

たはサーバをサービスから削除する必要がある場合にイネーブルにします。

すべてのサー

バ

Vault Mirror 
Copies

各サイトにコンテンツの少なくとも 1 つのコピーが必ずあるように、ドロップダウン リ
ストからコピーの数を選択します。たとえば、2 つの異なるサイトがあり、各サイトが 2 
つの Vault を持つ場合、[Vault Mirror Copies] を 3 に設定します。

Vault、ISV

Vault Local 
Copies

ドロップダウン リストから、このサーバに保管されるコンテンツのコピーの数を選択し

ます。

Vault、ISV

表 3-21 サーバ設定のフィールド（続き）

フィールド 説明 サーバ タイプ
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転送、キャッシュ、および HTTP IP パケット

Transport 
Differentiated 
Services Code 
Point

および

Cache 
Differentiated 
Services Code 
Point

DiffServ コード ポイント（DSCP）は、特定の DSCP 値ですべての発信パケットをマー

キングするために元は ToS のオクテットであった DiffServ のフィールドの 6 ビットを使

用します。キャッシュまたは転送トラフィックは、DSCP で指定された、Per-Hop 
Behavior（PHB）と呼ばれる特定の転送動作を必要とする場合があります。ネットワー

クでは、マーキングされたトラフィックが優先されます。通常、値が小さいほど優先順

位が低く、値が大きいほど優先順位が高くなります。有効なエントリは 0 ～ 63 です。

DSCP は、キャッシュおよび転送インターフェイスに対して別々に設定されます。

（注） [CDSM Setup] ページで VVI のキャッシュフィル プロトコルとして HTTP が選

択されたときに、DSCP は HTTP Streamer に対しても設定できます。

すべてのサー

バ

Cache Priority [Cache Priority] ドロップダウン リストから、AF クラスを選択します。詳細については、

「QoS の設定」（P.3-68）を参照してください。

すべてのサー

バ

FTP Out Settings
FTP Out 
Interface

[FTP Out Interface] は、管理インターフェイスまたは取り込みインターフェイスが FTP 
プルおよび FTP プッシュに使用されるかどうかを決定します。また、ISA 1.5 FTP Out 
機能に対しても使用されます。

Vault、ISV

FTP Out 
Bandwidth

FTP 機能で許可される 大帯域幅（Mbps）を入力します。有効なエントリは 0 ～ 1000 
です。

Vault、ISV

FTP Out 
Sessions

許可される FTP out セッションの 大数を入力します。範囲は 1 ～ 10 です。 Vault、ISV

Management Interface
Management IP このサーバの管理インターフェイスの IP アドレス。 すべてのサー

バ

Gateway ネットワークへのゲートウェイの IP アドレス。 すべてのサー

バ

Subnet Mask このサーバのサブネットワークを定義するサブネット マスク。 すべてのサー

バ

FTP Listener FTP リスナーとして [Management] インターフェイスまたは [Ingest] インターフェイス

のいずれかを選択します。選択した FTP リスナーによって、いずれのインターフェイス

が FTP プルまたは FTP プッシュに使用されるかが決まります。

Vault、ISV

Ingest Interface
Ingest IP このサーバの取り込みインターフェイスの IP アドレス。取り込み IP アドレスは、コン

テンツ プロバイダー システムへの接続を確立するために使用されます。

Vault、ISV

Ingest Subnet 
Mask

このインターフェイスのサブネットワークを定義するサブネット マスク。 Vault、ISV

Locate Interface
Locate Interface 
IP

このインターフェイスの IP アドレス。[Locate Interface] は、通信に HTTP を使用する

サードパーティ製の Streamer との通信のための Locate Port サービスによって使用され

ます。

Caching Node

Locate Port HTTP Streamer との通信に使用するポート番号。CCP Streamer は、Locate Port を使用

しません。代わりに、フィル ソース全体で locate 要求をロード バランシングします。

HTTP Streamer および CCP Streamer の詳細については、「HTTP Streamer」（P.6-10） を
参照してください。

Caching Node

General Interface

表 3-21 サーバ設定のフィールド（続き）

フィールド 説明 サーバ タイプ
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（注） [Auto Populate Source IPs] ボタンは、 初の適用可能なインターフェイス（たとえば、 初の

ストリーム インターフェイス）が IP アドレスに設定されると使用できます。[Auto Populate 
Source IPs] ボタンをクリックすると、次の連続する IP アドレスを次のインターフェイスの 
[Source IP] として入力し、すべてが入力されるまですべての [Source IP] を入力し続けます。

[Source IP] フィールド内に既存の IP アドレスがあれば上書きされます。

（注） 未設定のインターフェイスを設定するには、[click here] リンクをクリックします。[Interface 
Setup] ページが表示されます。設定するインターフェイス設定を選択し、[Submit] をクリック

します。[Server Setup] ページが表示されます。必要に応じてフィールドに入力してインター

フェイス設定を完了します。フィールドの説明については、表 3-21 を参照してください。

（注） Streamer は、同時にストリーム トラフィック用に設定された 大 12 のインターフェイスとと

もに、キャッシュ トラフィック用に設定された 大 12 のインターフェイスを保持できます。

または、この 2 つのバリエーション（たとえば、8 つのストリーム インターフェイスおよび 6 
つのキャッシュ インターフェイス）を保持できます。インターフェイスが Streamer のキャッ

シュおよびストリーミング トラフィックの両方に設定されている場合、キャッシュ トラフィッ

クが他のインターフェイスで送信できるのであれば、高帯域幅ストリーム トラフィックが優先

されます。

IP このインターフェイスの IP アドレス。 すべてのサー

バ

Subnet Mask このインターフェイスのサブネットワークを定義するサブネット マスク。 すべてのサー

バ

Stream/Cache Interface
Source IP このインターフェイスの IP アドレス。このインターフェイスに設定された IP アドレス

は、デフォルトの [Source IP] 設定を上書きします。

Vault、Caching Node、および Streamer の間でレイヤ 3 通信を使用している場合、各

キャッシュまたはストリーム /キャッシュ インターフェイスの IP アドレスは必須です。

Vault、Caching Node、および Streamer の間でレイヤ 2 通信を使用している場合、

キャッシュおよびストリーム /キャッシュ インターフェイスの IP アドレスはオプション

です。

すべてのサー
バ

Transport Port この設定は、ストリームまたはストリーム /キャッシュ インターフェイスにだけ適用さ

れます。これはストリーム トラフィック用の UDP ポート番号です。このインターフェ

イスに設定されたポート番号は、デフォルトの転送ポート設定を上書きします。

Streamer、
ISV

Cache Port キャッシュ トラフィック用の UDP ポート番号。このインターフェイスに設定された

ポート番号は、デフォルトのキャッシュ ポート設定を上書きします。

すべてのサー

バ

Stream Control Interface
Stream Control 
IP

このインターフェイスの IP アドレス。 Streamer、
ISV

Stream Control 
Subnet

このインターフェイスのサブネットワークを定義するサブネット マスク。 Streamer、
ISV

表 3-21 サーバ設定のフィールド（続き）

フィールド 説明 サーバ タイプ
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ステップ 4 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

QoS の設定

CCP トラフィックには専用の差別化サービス（DiffServ）確認転送（AF）クラスが必要です。確認転

送 PHB では、AF クラスに対して一定量の帯域幅が保証され、使用可能な場合にはさらに多くの帯域

幅へのアクセスが許可されます。AF1x から AF4x まで、4 つの AF クラスがあります。各クラス内に

は、3 つのドロップ確率（低、中、高）があります。

（注） CCP トラフィック用に設定されたすべての帯域幅の合計は、CCP 用に予約された AF クラスに設定さ

れた帯域幅を超えることはできません。CCP は、HTTP を使用する VVI の Vault と Caching Node の
間、および CCP を使用するの VVI 内およびすべての非 VVI 内のすべてのサーバ間のプロトコルとし

て使用されます。

表 3-22 に、各ドロップ確率に対する 4 つの AF クラスとデータ型をリストします。各サーバの AF ク
ラスを設定するには、[Server Setup] ページで [Cache Priority] ドロップダウン リストを使用します。

表 3-22 各 CDS サーバに設定された AF クラスのドロップ確率 

AF1x 
クラス

AF2x 
クラ

ス

AF3x 
クラ

ス

AF4x 
クラ

ス データ型

AF11 AF21 AF31 AF41 次のデータ型が低いドロップ確率に設定されています。

 • 認定レート トラフィックの損失パケット リカバリ（Vault または 
Caching Node または Streamer から Vault または Caching Node 
または Streamer）

 • 認定レート トラフィックの優先順位の高い損失パケット リカバ

リ（Vault または Caching Node または Streamer から Vault また

は Caching Node または Streamer）

 • iGate およびインデックス ファイル送信（Vault または Caching 
Node から Streamer）

 • 新しい Vault へのミラー データの 初の部分（Vault から Vault）

 • 制御トラフィック
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ルート テーブルの設定

先行のリリースでは、[Route Table] にはキャッシュ トラフィックのデフォルト ゲートウェイとローカ

ル ネットワーク、およびストリーム トラフィックのデフォルト ゲートウェイとローカル ネットワーク

を保持する「Network Information」と呼ばれるセクションが含まれていました。同じデフォルト ゲー

トウェイおよびローカル ネットワークはストリームおよびキャッシュ トラフィックの両方に使用でき

ました。インターフェイスは、複数の転送ネットワークにストリーム トラフィックを分けられる転送

グループにグループ化されていました。転送メカニズムはキャッシュフィル インターフェイスでは動

作しませんでした。ストリーミング ネットワークとキャッシュフィル ネットワークは、独立したエン

ティティとして扱われていました。このため、インターフェイスは、ストリーミング インターフェイ

スとキャッシュフィル インターフェイスの両方としては機能できませんでした。

リリース 2.1 ではサーバに複数のサブネットを定義できるようになりました。転送グループ メカニズム

に代わる複数のサブネットは、ストリームおよびキャッシュフィル インターフェイスに等しく適用さ

れます。複数のサブネットを使用すると、別々のサブネットにインターフェイスをグループ化できま

す。複数のサブネットの用途の 1 つとして、サーバのインターフェイスの半分を 1 つのスイッチまたは

ルータに接続するように設定し、インターフェイスの残りの半数を冗長性のために別のスイッチまたは

ルータに接続するように設定する場合があります。[Route Table] ページでは、複数のサブネットを

キャッシュ、ストリーム、およびストリーム /キャッシュ インターフェイスに対して設定できます。

[Route Table] ページには 3 つの異なるルート タイプがあります。

 • CServer Source（SubnetTable ファイルに書き込まれる）

 • CServer Destination（RoutingTable ファイルに書き込まれる）

 • Stream Control（Linux OS ルート テーブルに書き込まれる）

各ルート タイプには異なる機能があり、各ルート タイプは CDS サーバの異なるファイルに書き込まれ

ます。

AF12 AF22 AF32 AF42 認定レート トラフィック（Vault または Caching Node または 
Streamer から Vault または Caching Node または Streamer）は中程度

のドロップに設定されます。

AF13 AF23 AF33 AF43 次のデータ型が高いドロップ確率に設定されています。

 • リモート スムージング トラフィック（Vault から Vault）および

プリフェッチされたトラフィック（Vault から Caching Node か
ら Streamer）

 • 追加のミラーリングされたコピー作成のためのミラーリング ト
ラフィック（Vault から Vault）

 • ドライブ障害が原因で損失したストライピングされたデータを回

復している修復トラフィック（Vault から Vault）

 • ライブ取り込みトラフィックのミラーリング（Vault から Vault）

 • ミラーリング トラフィックの損失パケット リカバリ（Vault から 
Vault）

表 3-22 各 CDS サーバに設定された AF クラスのドロップ確率（続き）

AF1x 
クラス

AF2x 
クラ

ス

AF3x 
クラ

ス

AF4x 
クラ

ス データ型
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（注） [CServer Source] または [CServer Destination] に対して定義されたルートと交わるサブネットは使用で

きません。

[CServer Source] ルート タイプ

[CServer Source] が [Route Type] ドロップダウン リストで選択されると、サブネットが定義され、

SubnetTable ファイルに書き込まれます。サブネットはストリーム、キャッシュ、またはストリーム /
キャッシュ インターフェイスに対してのみ定義できます。インターフェイスは [Interface Setup] ペー

ジ（「インターフェイスの設定」（P.3-58））で定義され、インターフェイスの IP アドレスは [Server 
Setup] ページ（「サーバの設定」（P.3-61））で設定されます。図 3-31 に、Streamer の複数のサブネッ

トに設定されたインターフェイスの例を示します。

図 3-31 Streamer のサブネットの設定例

表 3-23 に、図 3-31 で説明するサブネットを定義するために使用できる設定を示します。

サブネットの [Route Table] エントリは、ネットワークとサブネット マスクによって定義され、またデ

フォルト ゲートウェイも含まれます。ARP は、定義されたサブネット内の宛先 IP アドレスを持つデー

タ パケットに適用され、MAC アドレスが返されます。サブネットの外のデータ パケットは、デフォ

ルト ゲートウェイに送信されます。

[CServer Destination] ルート タイプ

[CServer Destination] が [Route Type] ドロップダウン リストで選択されると、宛先サブネット

（[Network] および [Subnet Mask] フィールドに基づく）の代替ゲートウェイが定義され、

RoutingTable ファイルに書き込まれます。代替ゲートウェイは、データ パケットの宛先 IP アドレスが 
[Route Type] が [CServer Destination] で定義された宛先サブネット内に入るたびに使用されます。

表 3-23 [CServer Source] の [Route Table] の設定

サブネット ネットワーク サブネット マスク ゲートウェイ ルート タイプ

サブネット 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 CServer Source

サブネット 2 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 CServer Source
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[Stream Control] ルート タイプ

[Stream Control] が [Route Type] ドロップダウン リストで選択されると、サブネットとデフォルト 
ゲートウェイはすべてのストリーム制御トラフィックに定義され、情報が Linux OS ルーティング テー

ブル ファイルに書き込まれます。[Stream Control] ルート タイプは、[Interface Setup] ページの 
[Stream Control] にインターフェイスの 1 つを設定した場合だけ使用可能です。詳細については、「イ

ンターフェイスの設定」（P.3-58）を参照してください。Linux OS ルーティング テーブル ファイルは、

取り込みおよび管理インターフェイスのルート情報を格納するためにも使用されます。

（注） リリース 2.1 以降へのアップグレード後、互換性のないルートを含むすべてのサーバがドロップダウン 
リストに赤で表示されます。これらのサーバごとに [Route Table] の設定を確認し、ルートを変更また

は削除して、[Submit] をクリックして変更を適用できます。ルートはリリース 2.1 形式に変換され、

サーバは黒でリストに表示されます。互換性のないルートを含むすべてのサーバが修正されると、警告

メッセージは削除され、GUI バナーのシステム アラーム ドロップダウン リストのエントリが削除され

ます。

ルートを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [Route Tables] の順に選択します。[Routing Table] ページが表示されま

す（図 3-32）。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「ルート テーブルのバルク コンフィギュレーション ファイ

ルの作成」（P.B-5） を参照してください。
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図 3-32 [Route Table] ページ - レイヤ 3 ネットワーク

ステップ 2 ドロップダウン リストからサーバを選択し、[Display] をクリックします。設定されたルートが表示さ

れます。

ステップ 3 必要に応じて、ルートの設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-24 を参照してくださ

い。

表 3-24 ルート テーブルのフィールド 

フィールド 説明

Network ネットワーク IP アドレス。

Subnet Mask ネットワークのサブネット マスク。
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ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをリセットするには、[Reset] をクリックします。

SNMP エージェントの設定

[SNMP Agent] では、CDS の SNMP を設定します。CDS の SNMP の詳細については、付録 C
「SNMP MIB およびトラップ情報」  を参照してください

新しいサーバに [SNMP Agent] を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [SNMP Agent] の順に選択します。[SNMP Agent] ページが表示されま

す（図 3-33）。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「SNMP エージェントのバルク コンフィギュレーション 
ファイルの作成」（P.B-6） を参照してください。

Gateway ネットワークへのルートに沿ったネクスト ホップの IP アドレス（プライマリ データ

グラム トランスミッタおよびレシーバ）。

Route Type [Route Type] ドロップダウン リストから、次のルート タイプのいずれかを選択しま

す。

 • [CServer Source]：サーバのストリーム、キャッシュ、またはストリーム /
キャッシュ インターフェイスのグループにサブネットおよびデフォルト ゲート

ウェイを設定することに使用されます。

 • [CServer Destination]：指定の宛先サブネットワークにデフォルト ゲートウェイ

を設定することに使用されます。通常、これは QAM デバイスに到達するように

デフォルト ゲートウェイを設定するために使用されます。

 • [Stream Control]：ストリーム制御トラフィックにサブネット ルートを設定する

ときに使用されます。このオプションは Streamer だけで使用でき、また、

Streamer のインターフェイスの 1 つが Stream Control インターフェイスとして

設定されているときだけ使用できます。詳細については、「インターフェイスの

設定」（P.3-58）を参照してください。

（注） 複数の SOP を NGOD RTSP 導入に使用する場合、[Route Type] に [CServer 
Source] を選択する必要があります。

表 3-24 ルート テーブルのフィールド（続き）

フィールド 説明
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図 3-33 [SNMP Agent] ページ

ステップ 2 ドロップダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。

ステップ 3 適切な設定を入力します。フィールドは、表 3-25 で説明されています。

表 3-25 SNMP エージェントのフィールド 

フィールド 説明

SNMP Contact このサーバの連絡先を識別するために使用する名前を指定します。 大 64 文
字の名前を指定できます。

SNMP Location サーバの場所を指定します。 大 64 文字の名前を入力できます。

Community Name SNMP でこのサーバにアクセス可能なコミュニティ ストリングを入力します。

Permissions コミュニティの権限は、次のとおりです。

 • 読み取り専用

 • 読み取り /書き込み

デフォルトは読み取り /書き込みです。

追加しているコミュニティの権限を選択しない場合、読み取り /書き込み権限

が適用されます。
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ステップ 4 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

ステップ 5 別の SNMP コミュニティまたは SNMP ステーションを追加するには、適切なフィールドに入力し、

[Submit] をクリックします。

SNMP 情報を編集するには、ドロップダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、フィールドを

編集して、[Submit] をクリックします。

[SNMP] ページでは、SNMP コミュニティおよびステーションの複数のエントリが許可されています。

SNMP コミュニティまたはステーションを削除するには、エントリに関連付けられた [Delete] チェッ

クボックスをオンにして、[Submit] をクリックします。

（注） Cisco TV CDS MIB は、[SNMP Agent] ページの下部でダウンロードできます。

サーバ レベル DNS の設定

[Server DNS] ページは 16 までのドメイン サフィクスおよび 16 台までの DNS サーバに使用されます。

（注） リリース 2.0 以前のリリースからリリース 2.2 へ TV CDS ソフトウェアをアップグレードしている場

合、新しい DNS データベース構造に読み込むために以前のドメイン サフィクスを持つ設定を [Submit] 
するようにシステムから求められます。

Trap Station ネットワーク管理ステーションの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名

（FQDN）。

Version CDSM でサポートされる SNMP のバージョンは、次のとおりです。

 • v1

 • v2

 • v2-inform

SNMP v2-inform は、NMS メッセージを受信するとすぐに message received 
を NMS に送信します。

（注） SNMP バージョンにはデフォルトはありません。追加しているトラッ

プ ステーションの SNMP バージョンを選択しない場合、そのステー

ションへの SNMP 通信は成功しません。

表 3-25 SNMP エージェントのフィールド（続き）

フィールド 説明
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サーバの DNS 設定を行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [Server DNS] を選択します。[Server DNS] ページが表示されます

（図 3-34）。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「DNS サーバのバルク コンフィギュレーション ファイル

の作成」（P.B-7） を参照してください。

図 3-34 [Server DNS] ページ

ステップ 2 ドロップダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。

ステップ 3 必要に応じて DNS バインディング サーバ レベルの設定を入力します。DNS バインディング フィール

ドの説明については、表 3-26 を参照してください。
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ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

DNS 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Delete Entry] をクリックします。

サーバ レベル NTP の設定

[NTP Server] ページは、 大 16 台の NTP サーバを設定するために使用します。すべての CDS サーバ

（Vault、Streamer、および Caching Node）のクロック、ならびに CDS の CDSM および VVIM は、

CDSM および VVIM についての統計情報を取得するために同期する必要があります。

サーバの NTP 設定を行うには、次の作業を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [NTP Server] を選択します。[NTP Server] ページが表示されます。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「NTP サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの

作成」（P.B-8） を参照してください。

ステップ 2 ドロップダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。

ステップ 3 [New NTP Server] フィールドに、NTP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

NTP 設定を削除するには、[Delete] チェックボックスをオンにし、[Delete Entry] をクリックします。

表 3-26 DNS バインディングのフィールド 

フィールド 説明

New Domain 
Suffix

適宜、未修飾ホスト名を完全修飾するために使用する内部ドメインを指定します。

たとえば BMS として OpenStream を使用している場合は、OpenStream が使用し

ているものと一致するサブドメイン（たとえば、bms.n2bb.com）を指定します。

それに応じて、CORBA トランザクションで使用される contentstore などの未修

飾ホスト名は contentstore.bms.n2bb.com に正しく解決されます。

New DNS Server DNS サーバの IP アドレス。
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他の NTP の設定

NTP サーバの IP アドレスの設定に加えて、各 CDS サーバの時間帯の設定、また CDSM および VVIM 
に対する NTP サーバの設定をする必要があります。

CDS サーバの時間帯の設定

CDS サーバの時間帯を設定するには、CDS サーバに root としてログインし、Linux リンク コマンドを

使用して /etc/localtime ファイルに時間帯をリンクします。

次に、UTC といくつかの異なるアメリカ合衆国の時間帯の設定に使用するコマンドの例を示します。

 • UTC オプション：

ln -sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/localtime

 • EST オプション：

ln -sf /usr/share/zoneinfo/US/Eastern /etc/localtime

 • 中央部オプション：

ln -sf /usr/share/zoneinfo/US/Central /etc/localtime

 • 山岳部オプション：

ln -sf /usr/share/zoneinfo/US/Mountain /etc/localtime

 • 太平洋オプション：

ln -sf /usr/share/zoneinfo/US/Pacific /etc/localtime

/usr/share/zoneinfo ディレクトリで特定の場所の時間帯を見つけます。

CDSM および VVIM の NTP サーバの設定

CDSM または VVIM の NTP サーバの設定には、次が含まれます。

1. /etc/ntp.conf ファイルへの NTP サーバの追加

2. ネットワーク タイム プロトコル デーモン（ntpd）の実行レベルの設定

3. 時間帯の設定

4. サーバの日付と時刻の設定

5. NTP サービスの開始

6. NTP サーバとのサーバ クロックの同期

7. サーバのハードウェア クロックの同期

/etc/ntp.conf ファイルに NTP サーバを追加するには、特定の NTP 設定の詳細をシステム管理者から取

得する必要があります。

CDSM または VVIM の NTP サーバを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 root として CDSM または VVIM にログインします。

ステップ 2 NTP サービスの実行レベルを設定します。

# chkconfig --level 2345 ntpd on

実行レベルの設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

# chkconfig --list ntpd
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次が表示されます。

ntpd               0:off    1:off    2:on    3:on    4:on    5:on    6:off

ステップ 3 ntpd サービスを停止します。

# service ntpd stop

ステップ 4 /etc/localtime ファイルに時間帯をリンクすることで時間帯を設定します。次のコマンドは、時間帯を 
UTC に設定する例を示します。

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/localtime

/usr/share/zoneinfo ディレクトリで特定の場所の時間帯を見つけます。

ステップ 5 date -s コマンドを入力して、システム日付と時刻を NTP サーバの日付と時刻に近い日付と時刻に設定

します。例は次のとおりです。

# date -s "16:55:30 Nov 7, 2010"

ステップ 6 サーバ クロックを NTP サーバに同期します。

# ntpd -q

（注） システム クロックが長時間オフの場合、コマンドが返されるまでに長時間がかかります。

ステップ 7 ntpd サービスを開始します。

# service ntpd start

ステップ 8 ハードウェア クロックを同期します。

# /sbin/hwclock --systohc

ステップ 9 NTP 同期を確認します。

# ntpq -p

ステップ 10 CDSM または VVIM をリブートします。

# init 6
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RTSP の設定

リアルタイム ストリーミング プロトコル（RTSP）設定には、CDS の初期インストール中に指定した 
RTSP 導入に基づいて異なるパラメータが含まれます。表 3-27 に、各導入タイプについて説明します。

RTSP 導入

RTSP を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [RTSP Setup] を選択します。[RTSP Setup] ページが表示されます。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「RTSP 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの

作成」（P.B-10） を参照してください。

表 3-27 RTSP 導入 

環境

RTSP 導入設

定 説明

Motorola RTSP Streamer は RTSP クライアントとして動作し、バックオフィスは RTSP サーバとして

動作します。

IPTV IPTV IPTV は、テレビの生中継にはインターネット グループ管理プロトコル（IGMP）バー

ジョン 2 とともに、オンデマンド プログラムには RTSP とともにマルチキャスティン

グを使用します。

Scientific Atlanta DSM-CC Streamer は RTSP サーバとして動作し、バックオフィスは RTSP クライアントとして

動作します。

NGOD
（Motorola）

NGOD 次世代オン デマンド（NGOD）アプローチは、Motorola 環境で DSM-CC メッセージ

ングを使用します。

Quative Quative STB は VOD セッションを作成するためにバックオフィスと通信します。完了すると

すぐ、STB は Streamer との RTSP セッションを作成します。Streamer は RTSP サーバ

として動作し、STB からの要求を受け入れるロールがあります。

EventIS EventIS STB は購入トランザクションを開始し、権限付与 ID を生成するためにバックオフィス

と通信します。STB は、次に Streamer との RTSP セッションを開始します。Streamer 
はバックオフィスで権限付与 ID を認証し、ストリーム リソースを割り当てます。

セッションおよびストリーム制御メッセージの両方が STB から RTSP サーバに直接送

信されるとき、「on vpath」を使用する EventIS 導入が選択されます。ストリーム制御

メッセージが RTSP サーバに直接送信されるにもかかわらず、制御メッセージが RTSP 
サーバに到達する前にバックオフィスを通過するとき、「off vpath」を使用する 
EventIS 導入が選択されます。

ケーブルおよび 
IPTV

Cisco Cisco RTSP が定義した IPTV およびケーブル STB の両方をサポートするプロトコル。

「on vpath」通信を使用します。
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ステップ 2 [Streamer Select] ドロップダウン リストから、Streamer IP アドレスを選択し、[Display] をクリックし

ます。指定したサーバの RTSP 設定が表示されます（図 3-35）。

図 3-35 RTSP 導入の [RTSP Setup] ページ

ステップ 3 必要に応じて、RTSP の設定を入力します。表 3-28 に、各フィールドについて説明し、関連する 
RTSP 導入をリストします。

表 3-28 すべての導入の RTSP フィールド 

フィールド 説明 RTSP 導入

Master Streaming IP 情報のみ。マスター Streamer の IP アドレス。[Master 
Streaming IP] アドレスを設定するには、「Control およ

び Setup IP の設定」（P.3-44） を参照してください。

All

Looping Session 
Timeout

ルーピング ストリームのアクティビティ タイムアウト

値（カルーセル）。GET_PARAMETER 要求（ハート 
ビート）を指定されたタイムアウト時間内にバックオ

フィスから受信した場合、ルーピング セッションはア

クティブのままになります。それ以外の場合、ルーピ

ング セッションは切断されます。

デフォルトは 240000 ミリ秒（4 分間）です。

RTSP

Session Inactivity 
Timeout

セッション切断のタイムアウト値。デフォルトは 
360000 ミリ秒（6 分間）です。[Session Inactivity 
Timeout] がゼロ（0）に設定されている場合、セッ

ションのライブネスは確認されません。

RTSP、NGOD、

IPTV、Quative、
EventIS、Cisco
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Callback Server IP コールバック サーバの IP アドレス。RTSP サーバに

よって RTSP セッションが切断されて解放されるたび

に、CDS はコールバック サーバに announce メッセー

ジを送信します。announce メッセージは、正常（STB 
主導）終了と異常（タイムアウト）終了の両方に対し

て送信されます。

Quative

Callback Server Port コールバック サーバの UDP ポート番号。 Quative
Backoffice Timeout バックオフィスへの接続の閉鎖のタイムアウト値。

[Backoffice Timeout] で指定した時間内に、メッセージ

をバックオフィスから受信しない場合に、TCP 接続を

閉じます。[Backoffice Timeout] をゼロ（0）に設定す

ることは、これをディセーブルにすることと同じであ

るため接続を閉じません。

DSM-CC、RTSP、
NGOD、Quative、
Cisco

RTSP Server IP  RTSP を使用してこの Streamer と通信するサーバの IP 
アドレス。

DSM-CC、RTSP、
NGOD、Quative

RTSP Server Port RTSP サーバがこの Streamer との通信用にリスニング

する TCP ポート番号。

DSM-CC、RTSP、
NGOD、Quative

Authentication 
Manager IP1

Authentication Manager は、マスター Streamer に存在

します。通常、Authentication Manager の IP アドレス

は、マスター Streamer の IP アドレスと同じです。こ

のフィールドは情報を示すだけです。このフィールド

を変更するには、「Authentication Manager の設定」

（P.3-16） を参照してください。

EventIS、Cisco

Authentication 
Manager Port1

Authentication Manager ポート番号は、Authentication 
Manager のプロパティ仕様によって決まります。ポー

ト番号を変更する必要がある場合は、シスコのテクニ

カル サポートにご連絡ください。このフィールドは情

報を示すだけです。このフィールドを変更する必要が

ある場合は、「Authentication Manager の設定」

（P.3-16） を参照します。デフォルトは 7792 です。

EventIS、Cisco

Bandwidth Manager 
IP1

 Bandwidth Manager は、マスター Streamer に存在し

ます。通常、Bandwidth Manager の IP アドレスは、マ

スター Streamer の IP アドレスと同じです。

[Bandwidth Manager IP] アドレスが [Bandwidth 
Manager] ページで設定されている場合、このフィール

ドは情報を示すだけです。このフィールドの修正が必

要な場合は、「Bandwidth Manager の設定」（P.3-11） を
参照してください。[Bandwidth Manager] ページの 
[Bandwidth Manager IP] アドレスがアスタリスク（*）
または 0.0.0.0 に設定されている場合、各 Streamer に
対してこのフィールドに Bandwidth Manager の IP ア
ドレスを入力する必要があります。

EventIS on vpath

表 3-28 すべての導入の RTSP フィールド（続き）

フィールド 説明 RTSP 導入
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Bandwidth Manager 
Port1

Bandwidth Manager ポート番号のデフォルトは 7791 
です。このポート番号は、Bandwidth Manager の設定

によって決まります。[Bandwidth Manager IP] アドレ

スが [Bandwidth Manager] ページで設定されている場

合、このフィールドは情報を示すだけです。この

フィールドの修正が必要な場合は、「Bandwidth 
Manager の設定」（P.3-11） を参照してください。

[Bandwidth Manager] ページの [Bandwidth Manager 
IP] アドレスがアスタリスク（*）または 0.0.0.0 に設定

されている場合、各 Streamer に対してこのフィールド

に Bandwidth Manager のポート番号を入力する必要が

あります。

EventIS on vpath

Backup Bandwidth 
Manager IP1

プライマリ Bandwidth Manager IP およびポートに障害

が発生した場合に、Bandwidth Manager がバインドす

るネットワーク インターフェイス カード（NIC）の IP 
アドレス。

EventIS on vpath

Backup Bandwidth 
Manager Port1

RTSP サーバからの着信接続をリッスンするポート番

号。デフォルトは 7791 です。割り当て可能な 小ポー

ト番号は 150 です。 大ポート番号は 60000 です。

EventIS on vpath

Session Resource 
Manager IP（または 
Server IP）

CDS RTSP サーバへのセッション制御要求の通信に

バックオフィスまたは Session Resource Manager
（SRM）が使用する IP アドレス。

EventIS off vpath、
Cisco

Session Resource 
Manager Port（または 
Server Port）

CDS RTSP サーバへのセッション制御要求の通信に

バックオフィスまたは SRM が使用するポート番号。

EventIS off vpath、
Cisco

Backup Session 
Resource Manager IP

プライマリ SRM IP およびポートに障害が発生した場

合に、SRM がバインドするネットワーク インターフェ

イス カード（NIC）の IP アドレス。

Cisco

Backup Session 
Resource Manager 
Port

プライマリ SRM IP およびポートに障害が発生した場

合に、SRM が使用するポート番号。

Cisco

Stream Control IP CDS RTSP サーバへのトリックモード要求の通信に 
STB で使用される IP アドレス。これは、Control IP と
同じ IP アドレスでなくてもかまいません。

EventIS off vpath

Stream Control Port CDS RTSP サーバへのトリックモード要求の通信に 
STB で使用されるポート番号。

EventIS off vpath

Reconnect IP nABLE Motorola 環境の場合のみ。バックオフィス 
サーバへの再接続要求の受信に使用される Streamer の 
IP アドレス。RTSP 通信のためにバックオフィスとの

接続が確立された後で、バックオフィスが再接続要求

を送信する場合があります。

RTSP

Reconnect Port nABLE Motorola 環境の場合のみ。再接続要求の受信

に使用される Streamer の TCP ポート番号。

RTSP

LSCP Listener IP LSCP 要求の受信に使用される Streamer の IP アドレ

ス。

DSM-CC、NGOD

表 3-28 すべての導入の RTSP フィールド（続き）

フィールド 説明 RTSP 導入
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ステップ 4 Streamer と通信するクライアントを設定します。クライアントは、通常、1 つのクライアント定義だけ

を必要とするセットトップ ボックスで構成されます。

クライアント設定は、区切り文字列形式で表示されます。

1)rtsp | 3636 | 3636 | 65535 | quative | parameters | TCP

この形式では、rtsp は導入、3636 は Streamer の受信ポートおよびクライアントの受信ポート、65535 
は受信バッファ サイズ、quative はクライアントモデル、parameters はメッセージ ペイロード タイプ、

また TCP は転送プロトコルです。

 • 既存のクライアントを編集するには、クライアント定義の横の [Edit] をクリックします。

 • 既存のクライアントを削除するには、クライアント定義の横にある [Delete] をクリックします。

LSCP Listener Port セットトップ ボックスからの LSCP コマンドをリッス

ンしている Streamer の TCP ポート番号。デフォルト

は 9000 です。

DSM-CC、NGOD

LSCP Response Pad [LSCP Response Padding] をイネーブルにすると、

LSCP 応答の末尾に 3 つの空白バイトが追加されます。

デフォルトはディセーブルです。

DSM-CC、NGOD

Component Name コンポーネント名とは、DNS サーバに登録されている

マスター Streamer 名です。これは、大切な通信コン

ポーネントのため、DNS サーバのテーブル エントリと

一致している必要があります。

NGOD

Max History バックオフィスに RTSP ログ メッセージを送信する前

に保持しておくトランザクション（トリックモード、

再生、一時停止）の数。ゼロ（0）に設定すると、ログ 
メッセージが生成されず、セッション ティアダウン時

にすぐに履歴が返されません。

RTSP

Log Level [Log Level] ドロップダウン リストから、次のいずれか

を選択します。

 • [Off]：ロギングがオフになります。

 • [Low]：ロギング メッセージの長さが 小限にな

ります（たとえば、受信した RTSP メッセージ）。

 • [High]：ロギング メッセージにイベントに関連す

るすべての情報が含まれます（たとえば、メッ

セージのすべての構文を含む RTSP メッセージ）。

All

Maintenance Mode [Maintenance Mode] ドロップダウン リストから、次の

いずれかを選択します。

 • [On]：すべての現在のセッションは終了するまで

継続され、すべての新しい SETUP 要求は

「Service Unavailable」応答を受信します。

 • [Off]：Streamer は新しいセッションで使用可能

で、現在のセッションのストリーミングを続けま

す。

All

1. [Authentication Manager] および [Bandwidth Manager] フィールドは、これらの機能が使用する導入の一部でない
場合は表示されません。

表 3-28 すべての導入の RTSP フィールド（続き）

フィールド 説明 RTSP 導入



 

3-85
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

第 3 章      CDS の設定

サーバ レベルの設定 

 • 新しいクライアントを追加するには、[Add New Client] をクリックします。

表 3-29 に、クライアント定義のフィールドについて説明します。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

表 3-29 クライアント設定のフィールド 

フィールド 説明

Receive Port クライアントからのメッセージの受信に使用されるポート。

Send Port クライアントへのメッセージの送信に使用されるポート。

Receive Buffer リスナー ソケットの受信バッファ サイズ（バイト）。受信バッファは、

TCP 転送の場合は 65535、または UDP 転送の場合は 512000 に設定でき

ます。Quative および Cisco では、TCP 転送を常に使用します。

Model クライアントとの通信に使用するクライアント モデル タイプ。タイプは

次のとおりです。

 • nCUBE

 • Digeo

 • NGOD

 • Myrio

 • Quative

 • EventIS

 • Cisco

nCUBE クライアント モデルは、クライアントが nCUBE 構文で RTSP を
使用することを意味します。Digeo クライアント モデルは、Digeo 構文を

使用する、などとなります。

Transport ストリーミングに使用される UDP または TCP のいずれかの転送プロトコ

ル。転送プロトコルは Quative および Cisco の場合は常に TCP です。
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FSI の設定

ファイル サービス インターフェイス（FSI）では、バックオフィスが Vault にファイル関連要求を伝達

できます。これらの要求には、コンテンツの取り込み、コンテンツ ファイルの準備（たとえば、ト

リック モードの作成）、およびコンテンツの配信が含まれます。

FSI を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [FSI Setup] を選択します。[FSI Setup] ページが表示されます。

（注） バルク コンフィギュレーション がイネーブルの場合、[Configuration File Location] フィール

ドが、[Browse] と [Import] ボタンとともに表示されます。バルク コンフィギュレーション 
XML ファイルをインポートするには、[Browse] をクリックしてファイルを指定し、[Import] 
でファイルをインポートします。インポートのステータスが左側のパネルに表示されます。 
 

バルク コンフィギュレーション機能のイネーブル化の詳細については、「バルク コンフィギュ

レーション」（P.D-4）を参照してください。QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの作成については、「FSI 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作

成」（P.B-9） を参照してください。

ステップ 2 [Vault Select] ドロップダウン リストから、IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。指定

したサーバの FSI 設定が表示されます（図 3-36）。

図 3-36 [FSI Setup] ページ

ステップ 3 必要に応じて、FSI の設定を入力します。フィールドの説明については、表 3-30 を参照してください。
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ステップ 4 [Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

表 3-30 FSI のフィールド 

フィールド 説明

FSI IP Address  バックオフィスとの FSI 通信で使用される Vault の IP アドレス。Vault のすべ

ての着信 IP インターフェイスを FSI 通信に使用できるように、0.0.0.0 を入力

する設定が推奨されます。

FSI Server Port バックオフィスとの FSI 通信で使用される Vault のポート番号。デフォルトは 
20004 です。

FTP Client Port コンテンツにプルするために、キャッチャー、または他の FTP サーバに接続す

るとき、および FTP ポートが取り込み URL に指定されていないときに FSI 通
信で使用されるポート。デフォルトは 21 です。

FTP Out Server Port Vault からの出力（FTP out プル）の FSI 通信に使用するポート。デフォルトは 
21 です。

FTP Out Login TTL FTP クライアントが、一時的なログインで FTP out プルを実行するために Vault 
に接続してログインする必要がある時間（秒）。デフォルトは 60 です。

Log Level [Log Level] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。

[Off]：ロギングがオフになります。

[Low]：ロギング メッセージの長さが 小限になります（たとえば、受信した 
RTSP メッセージ）。

[High]：ロギング メッセージにイベントに関連するすべての情報が含まれます

（たとえば、メッセージのすべての構文を含む RTSP メッセージ）。

FSI Content Root 
Path

Vault の MPEG のコンテンツ ファイルの保存に使用されるルート ディレクト

リ。このフィールドは nABLE および NGOD RTSP 導入の両方で使用されます。

デフォルトは /files です。

Async.Callback 
URL

IPTV 導入の場合のみ。スケジュールされたレコーディングがその取り込みを完

了したときに、レコーディング完了通知が送信される先の非同期コールバック 
URL。この URL は、基本的にレコーディングが完了したことをクライアント

に伝えるために使用されます。
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システム モニタリング

CDSM は、システム モニタリングとシステム診断に使用可能なツールを提供します。この章で説明す

る内容は、次のとおりです。

 • 「システム レベル モニタリング」（P.4-1）

 • 「コンテンツ オブジェクトのモニタリング」（P.4-4）

 • 「ストリームオブジェクトのモニタリング」（P.4-13）

 • 「アレイ レベルのモニタリング」（P.4-26）

 • 「サーバ レベル モニタリング」（P.4-26）

 • 「推奨モニタリング スケジュール」（P.4-34）

（注） 分割ドメイン管理で仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）がイネーブルの場合、Vault または 
Caching Node に関連付けられた CDSM ページは VVI Manager（VVIM）にだけ表示され、Streamer 
に関連付けられた CDSM ページは Stream Manager にだけ表示されます。詳細については、「仮想ビデ

オ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

システム レベル モニタリング
システム レベル モニタリング ページには、CDS のヘルスおよびアクティビティの全体的なビューが表

示されます。システム レベルのリンクは、次のとおりです。

 • システム ヘルス

 • システムのスナップ ショット

システム レベル モニタリング ページを表示するには、CDSM の任意のページで [Monitor] をクリック

し、次に必要に応じて [System Health] または [System Snapshot] をクリックします。
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システム ヘルス 
[System Health] ページは、CDS の各グループおよび各グループの各サーバの健全性の 上位のビュー

を表示します。アラーム イベントが発生している場合は、CDSM バナーにアラームが表示されます。

[Alarms] メニューは、アラームのアイコンにマウスを合わせると表示されます。図 4-1 を参照してく

ださい。[Alarm] メニューのアラーム イベントをクリックすると、詳細が表示された [CDSM] ページ

に移動します。たとえば、図 4-1 では、[System health problems reported] をクリックすると、[System 
Health] ページに移動します。

図 4-1 CDSM バナー：システム ヘルス アラーム

[System Health] ページを表示するには、[Monitor] > [System Health] を選択します。図 4-2 を参照し

てください。

図 4-2 [System Health] ページ

[System Health Monitor] ページの色付きボックスには、次の意味があります。

 • グリーン：すべてのコンポーネントが動作しています。

 • 黄：一部のコンポーネントが動作していません。

 • 赤：すべてのコンポーネントに障害が発生しました。

適切なカラムのチェックボックスをクリックして、サーバのモニタ対象領域の詳細を表示できます。

 • [Network] チェックボックスをクリックすると [NIC Monitor] ページに移動します。詳細について

は、「NIC モニタ」（P.4-29）を参照してください。
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 • [Disk] チェックボックスをクリックすると [Disk Monitor] ページに移動します。詳細については、

「ディスク モニタ」（P.4-26）を参照してください。

 • [Services] チェックボックスをクリックすると [Service Monitor] ページに移動します。詳細につい

ては、「サービス モニタ」（P.4-33）を参照してください。

 • [Vitals] チェックボックスをクリックすると [Vitals Monitor] ページに移動します。詳細について

は、「サーバ バイタル」（P.4-30）を参照してください。

（注） [Vitals] カラムは CDSM ヘルス モニタ機能がイネーブルの場合にだけ表示されます。詳細

については、「CDSM または VVIM ヘルス モニタリング」（P.D-9）を参照してください。

左パネル メニューの下に表示される時間は現在の時間ではなく、ヘルス ステータスとシステムのモニ

タリングに使用する CDSM 時間です。

システムのスナップ ショット

[System Snapshot] ページには CDS の現在のアクティビティの概要が表示されます。すべてのストリー

ムの状態、コンテンツの取り込み、およびディスク使用率のサマリーが表示されます。図 4-3 を参照し

てください。

図 4-3 [System Snapshot] ページ

VVI では、Stream Manager はストリーム関連の日付だけを表示し、VVIM は帯域幅およびコンテンツ

関連のデータだけを表示します。

表 4-1 に、[System Snapshot] ページに表示される情報について説明します。
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コンテンツ オブジェクトのモニタリング
[Monitor System Level] ページのコンテンツ オブジェクトへのリンクでは、コンテンツの取り込みのス

テータスについての情報が表示されます。表 4-2 で、モニタ対象のさまざまな取り込み状態について説

明します。

表 4-1 [System Snapshot] ページ 

フィールド 説明

Data Refresh Rate 情報がリフレッシュされる頻度。デフォルトは 10 秒です。範囲は 10 ～ 300 で
す。リフレッシュ レートに基づいて更新されたすべてのフィールド値はグリー

ンのフォントで表示されます。

Total Streams CDS が現在ストリーミングしているストリーム オブジェクトの合計数。

HD Streams CDS が現在ストリーミングしている高解像度ストリーム オブジェクトの合計

数。

SD Streams CDS が現在ストリーミングしている標準解像度ストリーム オブジェクトの合

計数。

Active Stream 
Bandwidth1

1. [Active Stream Bandwidth] および [Active Fill Bandwidth] の値は、CDS サーバのクロックが CDSM と同期され
ている場合だけ正確です。

アクティブなストリームに使用される合計帯域幅（メガビット単位）。

Active Fill 
Bandwidth1

Vault および Streamer 間でのコンテンツのキャッシュに使用される合計帯域幅

（メガビット単位）。

Total Content 現在 CDS に保存されている、取り込まれている、取り込み用にプロビジョン

されている、および取り込みに失敗しているコンテンツ オブジェクトの合計

数。

Active Ingests 現在 CDS で取り込みされているコンテンツ オブジェクトの合計数。

Completed Ingests 現在 CDS に格納されているコンテンツ オブジェクトの合計数。

Prov.(push) Ingests 取り込みを要求されているが、まだアクティブな取り込みが開始されていない

コンテンツ オブジェクトの総数。

Failed Ingests 取り込みプロセスの完了が失敗したコンテンツ オブジェクトの合計数。

Temp Out of 
Service

一時的なアウト オブ サービス状態にあるコンテンツ オブジェクトの合計数。

バックオフィスはコンテンツ オブジェクトを一定期間この状態にすることがあ

ります。

Total Disk CDS の合計ディスク領域（バイト単位）。

Disk Used CDS の使用ディスク領域の合計（バイト単位）。

Disk Available CDS の使用可能なディスク領域の合計（バイト単位）。

表 4-2 モニタ対象の取り込み状態 

Completed Ingests 取り込みが完了したコンテンツ オブジェクトがリストされます。

Active Ingests 取り込み処理中のコンテンツ オブジェクトがリストされます。
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分割ドメイン管理が可能な VVI の Stream Manager に表示される完了した取り込みの詳細は、[Content 
Name]、[Size]、[Rate]、[Create Time]、[Last Modified] です。その他の完了した取り込みのフィール

ドについては、VVIM の同じコンテンツのアセットを参照してください。

取り込み

[Completed Ingests] の表示方法は、他のタイプのモニタ対象取り込みとは別の手順です。この項では、

次のトピックを扱います。

 • [Completed Ingests] の表示

 • アクティブな取り込みの表示

[Completed Ingests] の表示

完了した取り込みの詳細を表示するには、次の作業を行います。

ステップ 1 [Monitor] > [System Level] > [Completed Ingests] を選択します。

ステップ 2 次の方法がコンテンツ オブジェクトのリストを表示するために使用できます。

 • テキスト ボックスにコンテンツ オブジェクト名の 初の文字を入力します。コンテンツ オブジェ

クトのドロップダウン リストが表示されます。入力した 初の文字で始まるコンテンツ オブジェ

クトが 25 個よりも多い場合、コンテンツ オブジェクト名の次の文字を続けて入力するか、

[Display] をクリックするように求められます。続けて文字を入力してリストを絞りこみ（文字を

削除してリストを増やすこともできます）、任意の時点で [Display] をクリックすることもできま

す。[Display] をクリックすると、テキスト ボックスに入力した文字から始まるコンテンツ オブ

ジェクトのリストが表示されます。

 • [Browse Content] ボックスで、任意の 1 文字をクリックします。この文字で始まるコンテンツ オ
ブジェクトのリストが表示されます。

 • [Quick Lists] ボックスに、次のオプションが表示されます。

– [Most Recent Ingests (max 100)]： 新の 100 個の完了した取り込みを、取り込み日で
ソートしてリストします。

– [List All Contents]：すべての完了した取り込みをコンテンツ名でソートしてリストしま
す。このオプションは、完了した取り込み数が 100 未満の場合にだけ使用できます。

– [Content Status]：完了した取り込みごとにステータス情報をリストします。

– [Content Status (Damaged Only)]：破損している完了した取り込みのステータス情報のみ
をリストします。

これらの方法のいずれか 1 つを実行すると、リストが表示されます。コンテンツ オブジェクトのリス

トが複数ページにまたがる場合があります。次のページを表示するには、ページ番号をクリックしま

す。

Package Expiration 有効期限および関連するすべてのメタデータを含むリスト パッケージの期

限満了情報がリストされます。パッケージの有効期限の調整を可能にしま

す。

Publish Failures バックオフィスにパブリッシュできなかったパッケージをリストして、パッ

ケージを再パブリッシュするメカニズムを提供します。

表 4-2 モニタ対象の取り込み状態（続き）
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図 4-4 に、[Content Status] オプション以外の任意の方法で作成された [Completed Ingests] リストの例

を示します。コンテンツの名前および取り込まれた日付が表示されます。

（注） VVI では、Stream Manager に [Streamed Content] ページが表示されます。ここには、[Completed 
Ingest] ページに表示された情報のサブセットが表示されます。

図 4-4 完了した取り込みのリスト

図 4-5 に、[Content Status] または [Content Status (Damaged Only)] を選択したときに表示されるコン

テンツのステータス情報の例を示します。
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図 4-5 完了した取り込みのリスト：コンテンツ ステータス

表 4-3 コンテンツ ステータス フィールド 

フィールド 説明

Content Name コンテンツの名前。

Duration コンテンツの期間。

GOID コンテンツに関連付けられているコンテンツ オブジェクトのグローバル オブジェ

クト ID。

Version コンテンツ オブジェクトのトリックプレイ速度。値 [IGate] は、トリック速度間の

ジャンプを許可するインデックス ファイルなどを指します。値 [redo] は、取り消

しファイルです。取り込み中に変更が行われた場合、コンテンツの取り込みが完了

すると、変更は redo ファイルに記録されます。コンテンツが FTP Out を使用して

送信される場合、変更は取り消され、元のファイルが送信されます。
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ステップ 3 コンテンツ オブジェクトの詳細を表示するには、コンテンツの名前をクリックします。[Ingest 
Details] が表示されます（図 4-6）。

図 4-6 完了した取り込み：取り込みの詳細

表 4-4 で、取り込みの各タイプに対して表示されるコンテンツ オブジェクトの詳細について説明しま

す。

Server ID コンテンツ オブジェクトを保存している Vault のサーバ ID。

Status 全部または一部のコンテンツ オブジェクトの保存プロセスのステータス。

表 4-3 コンテンツ ステータス フィールド（続き）

フィールド 説明
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表 4-4  コンテンツ オブジェクト詳細 

フィールド 説明

Content Name コンテンツ オブジェクトの名前。

Factory ID このコンテンツ オブジェクトを担当する工場。

Ingest IP コンテンツのダウンロードに使用される Vault の取り込みインターフェイスの IP 
アドレス。

File Size このコンテンツ オブジェクトのファイル サイズ（バイト単位）。

Rate 取り込みレート（ビット /秒単位）（3750000 = 3.75 Mbps）。
Create Time このコンテンツ オブジェクトが作成された日時。

Last Modified このコンテンツ オブジェクトを 後に変更した日時。

Op State このコンテンツ オブジェクトの動作状態。表示される可能性のある動作状態は、

次のとおりです。

 • [Created]：コンテンツをロード中です。

 • [In Service]：コンテンツをストリーミングできます。

 • [Out Of Service]：コンテンツはストリーミングできません。

Admin State このコンテンツ オブジェクトの管理状態。可能な管理状態は次のとおりです。

 • [Unprovisioned]：コンテンツをロード中です。

 • [In Service]：コンテンツをストリーミングできます。

 • [Out Of Service]：コンテンツはストリーミングできません。

Push Provision プロビジョニングされた FTP のタイプ。プロビジョン タイプは次のとおりです。

 • FTP プル

 • FTP プッシュ

Content Copies これらのフィールドには、コンテンツのコピーに関する次の情報が表示されま

す。

[Speed/Direction]：トリックモードの速度および方向（早送りまたは巻き戻し）。

[Server ID]：コピーを保存するサーバ ID。

[Status]：保存済みコンテンツのステータス。

Trick Speeds [1-8] トリック速度 1 ～ 8 はこのコンテンツ オブジェクトのトリックモード速度を表し

ます。

Full Content ID このコンテンツ オブジェクトの完全識別。

Ior1
このコンテンツ オブジェクトの Interoperable Object Reference（IOR）。

URL1
コンテンツのユニフォーム リソース ロケータ（URL）アドレスコンテンツには

次が含まれます。

 • 使用プロトコル（FTP など）

 • ユーザ名とパスワード（videolan:mpeg4ftp など）

 • コンテンツのプロバイダー サーバの IP アドレス（192.168.100.184 など）

 • プロバイダー サーバ上のコンテンツの保存ディレクトリ（たとえば、

videolan）

 • ファイルの名前（たとえば、long_encore_3.75.mpg）
Asset Ior1

このコンテンツ オブジェクトに関連付けられたアセット IOR。
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アクティブな取り込みの表示

アクティブな取り込みの詳細を表示するには、次の作業を行います。

ステップ 1 [Monitor] > [System Level] > [Active] の順に選択します。

ステップ 2 コンテンツ オブジェクトをドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリックします。コンテン

ツ オブジェクトの詳細が表示されます。図 4-6（P.4-8） に、取り込みの詳細の例を示します。

コンテンツ オブジェクト名の 初の文字を入力して、リストのそのセクションに移動できます。

また、[Search Ingests] フィールドに検索する文字列を入力して [Search] をクリックすることで、文字

列の検索を実行できます。文字列が含まれるコンテンツ オブジェクトのリストが表示されます。コン

テンツ オブジェクトの詳細を表示するには、リストされているコンテンツ オブジェクト名をクリック

します。コンテンツ オブジェクトを選択しないで前のページに戻るには、[Back] をクリックします。

表 4-4（P.4-9） で、アクティブな取り込みに対して表示されるコンテンツ オブジェクトの詳細について

説明します。

パッケージの有効期限

（注） パッケージの有効期限はオプションの Ingest Manager 機能の一部です。このオプションは、導入に 
Ingest Manager が含まれている場合に、モニタリング システムレベルの左パネル メニューだけにリス

トされます。

詳細を表示する、またはパッケージの有効期限のライセンスの有効期限を調整するには、次の手順を実

行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Package Expiration] の順に選択します。[Package Expiration] ページが表示されます。

ステップ 2 [Available Packages] ドロップダウン リストからパッケージを選択し、[Display] をクリックします。

パッケージの有効期限の詳細が表示されます。

パッケージ名の 初の文字を入力することで、リストのそのセクションに移動できます。

図 4-8 に、パッケージの期限切れの詳細の例を示します。

1. 図 4-6 には表示されていません。
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図 4-7 [Package Expiration] ページ

表 4-5 で、表示されるパッケージの有効期限の詳細について説明します。

ステップ 3 ライセンスの有効期限を調整するには、日数（プラスまたはマイナス）を [Adjust License Expiration] 
フィールドに入力し、[Update] をクリックします。

ライセンスの有効期限が入力した日数だけ調整されます。[Additional Package Window] は影響を受け

ません。[Actual Package Expiration] を作成するために適用されます。

ステップ 4 パッケージの有効期限に関連付けられたメタデータを表示するには、[Asset Details] セクションで表示

するメタデータの横のプラス記号（+）をクリックします。

パッケージを削除するには、[Available Packages] ドロップ ダウン リストからパッケージを選択し、

[Display] をクリックしてから、[Package Expiration Details] セクションで [Delete] をクリックします。

表 4-5 パッケージの有効期限の詳細 

フィールド 説明

Package Name パッケージの名前。

License Expiration パッケージの期限が切れる日。

Additional Package 
Window

パッケージに追加された追加時間。

Actual Package 
Expiration

[Actual Package Expiration] は [License Expiration] と [Additional 
Package Window] の合計です。
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Publish Failures

（注） パブリッシュ障害はオプションの Ingest Manager 機能の一部です。このオプションは、導入に Ingest 
Manager が含まれている場合に、モニタリング システムレベルの左パネル メニューだけにリストされ

ます。

[Publish Failures] ページは、バックオフィスにパブリッシュできなかったパッケージをリストして、

パッケージを再パブリッシュするメカニズムを提供します。

未公開パッケージをパブリッシュする、または未公開パッケージを削除するには、次の作業を行いま

す。

ステップ 1 [Monitor] > [Publish Failures] の順に選択します。[Publish Failures] ページが表示されます。

ステップ 2 [Unpublished Packages] ドロップ ダウン リストからパッケージを選択し、[Display] をクリックしま

す。未公開パッケージの詳細が表示されます。

パッケージ名の 初の文字を入力することで、リストのそのセクションに移動できます。

図 4-8 に、パブリッシュ障害の詳細の例を示します。

図 4-8 [Publish Failures] ページ

表 4-6 で、表示されるパブリッシュ障害の詳細について説明します。

表 4-6 パブリッシュ障害の詳細 

フィールド 説明

Package Name パッケージの名前。

Source URL 元のパッケージ情報の場所。
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ステップ 3 未公開パッケージに関連付けられたメタデータを表示するには、[Assets] セクションで表示するメタ

データの横のプラス記号（+）をクリックします。

ステップ 4 パブリッシュ プロセスを再起動して、作成日を今日に設定するには、[Publish] をクリックします。

未公開パッケージを削除するには、[Delete] をクリックします。

ストリームオブジェクトのモニタリング
モニタ対象のストリーム オブジェクトは次の内容で構成されます。

 • ストリーム モニタ

 • ストリームの障害

ストリーム モニタ

ステップ 1 [Monitor] > [Stream Monitor] の順に選択します。[Stream Monitor] ページが表示されます。

ステップ 2 次の方法がストリーム オブジェクトまたはストリーム オブジェクトまたはリストの表示に使用できま

す。

 • テキスト ボックスにセッション ハンドルの 初の文字を入力します。ストリーム オブジェクトの

ドロップ ダウン リストが表示されます。入力した 初の文字で始まるオブジェクトが 25 個よりも

多い場合、オブジェクト名の次の文字を続けて入力するか、リストされている 1 を選択するように

要求されます。続けて文字を入力してリストを絞りこみ（文字を削除してリストを増やすこともで

きます）、任意の時点でいずれか 1 つをクリックすることもできます。1 を選択すると、ストリー

ムの詳細が表示されます（図 4-10）。

 • [Quick Lists] ボックスに、次のオプションが表示されます。

– [Most Recent 100]： 新 100 個のストリーム オブジェクトをリストします。

– [All Streams]：すべてのストリームをリストします。このオプションは、ストリームの数
が 100 未満の場合にだけ使用できます。

– [Destination IP]、[Destination Port]、[Client IP]、[Client Port]：セッション ハンドルが
不明な場合は、検索するフィールドを選択して [Search String] フィールドに文字列を入力
し、[Search] をクリックすることで文字列の検索を行うことができます。選択したフィー
ルドにその文字列が含まれるストリーム オブジェクトのリストが表示されます。リンクさ
れているフィールド（図 4-9 に示されているようなセッション ハンドル）をクリックして
選択したオブジェクトのストリーム モニタ詳細を表示するか、または [Back] をクリック
して前ページに戻ります。

Target URL パッケージ情報を保存する場所。

Module Type 障害内容を表す内部識別子。図 4-8 の例では、パッケージのパブリッシュ

が失敗しました。

Creation Date この障害に対するデータベース レコードの作成日。

表 4-6 パブリッシュ障害の詳細（続き）

フィールド 説明
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これらの方法のいずれか 1 つを実行すると、リストが表示されます。ストリーム オブジェクトのリス

トが複数ページにまたがる場合があります。次のページを表示するには、ページ番号をクリックしま

す。

図 4-9 に、[Most Recent 100] または [All Streams] をクリックして作成されたストリーム オブジェクト 
リストの例を示します。セッション ID とストリームの開始時刻が表示されます。

[Quick List] ボックスに宛先 IP、宛先ポート、クライアント IP、またはクライアント ポートを入力し

て作成されたストリーム オブジェクト リストには、セッション ID、ストリームの開始時刻、宛先 IP、
宛先ポート、クライアント IP、およびクライアント ポートが表示されます。

図 4-9 ストリーム モニタ：ストリーム リスト

ステップ 3 ストリーム オブジェクトの詳細を表示するには、セッション ハンドルをクリックします。ストリーム

の詳細が表示されます。

図 4-10 に、ストリーム オブジェクトの詳細の例を示します。
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図 4-10 ストリーム モニタ：ストリームの詳細

表 4-7 で、ストリームの詳細について説明します。

表 4-7 ストリームの詳細 

フィールド 説明

Session Handle Streamerによってストリーム セッションに割り当てられた内部の固有識別

子。

RTSP Session ID バックオフィスおよびセットトップ ボックスとの通信で使用するストリーム 
セッションの RTSP ID。

External Session ID バックオフィスによって生成されたセッション ID。
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Destination IP ストリームの受信に使用される IP アドレス（たとえば、QAM またはセット

トップ ボックス）。

Destination Port ストリームの受信に使用されるポート番号（たとえば、QAM またはセット

トップ ボックス）。

Client IP ストリームを要求したセットトップ ボックスの IP アドレス。

Client Port ストリーム要求の送信に使用されるセットトップ ボックスのポート番号。

Session Group ID セッションの論理グループに使用される、バックオフィスにより定義された 
ID。

Client ID ストリームを受信するクライアントの ID。

Service Group このセッションに使用する Service Group。
Service Area 加入者の論理グループである、サービス グループを説明する論理名。

Entitlement この要求が有効な SETUP 要求かどうかを指定する ID です。設定プロセス中

に認証サーバに戻される場合に使用されます。これは EventIS 環境でのみ使

用されます。

Allocated Bandwidth このストリーム セッションに割り当てられた帯域幅。

Current Operation 現在のセットトップ ボックス動作。可能な動作は、次のとおりです。

 • Normal Play

 • Paused

 • Fast Forward

 • Rewind
Operation Start 現在アクティブな動作の開始時刻。

Stream State ストリーム状態の値は、[playing]、[paused]、[stopped] のいずれかになりま

す。

表 4-7 ストリームの詳細（続き）

フィールド 説明
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[Graph Stream] ボタンを押すと、ストリームのトリックモードのアクティビティが表示されます

（図 4-11）。

（注） [Trick Mode Capture] がディセーブルの場合、[Graph Stream] は表示されません。[Trick Mode 
Capture] をイネーブル化する方法については、「トリック モードのキャプチャ」（P.D-5）を参照してく

ださい。

LSCP Mode 有効な LSCP モードは、次のとおりです。

 • [Open]：サーバはメディア ストリームを転送していません。

 • [Pause]：サーバはメディア ストリームを転送していません。

 • [Search transport]：サーバが開始 NPT（通常の再生時間）を探していま

す。開始 NPT で、転送モードを開始します。

 • [Transport]：サーバはメディア ストリームを転送しており、ストリーム

の終端で一時停止します。スケールがプラスの場合（先送り方向を表

す）、ストリームの終端はメディアの終端です。スケールがマイナスの場

合（巻き戻し方向を表す）、ストリームの終端はメディアの先頭です。

 • [Transport pause]：サーバはメディア ストリームを転送しており、停止 
NPT で一時停止します。

 • [Search transport pause]：サーバはメディア ストリームを転送しており、

停止 NPT で一時停止します。

 • [Pause search transport]：サーバはメディア ストリームを転送していま

す。停止 NPT まではこの動作を継続し、その後検索転送モードに移行し

ます。

 • [End of stream]：サーバはメディア ストリームを転送していません。

LSCP は、Motorola 環境では使用されません。nABLE Motorola 環境では、

値は常に 0 です。

Stream Looping このフィールドは、ストリームのループがこのストリーム用にオンまたはオ

フになるかどうかを示します。

From STB [From STB] の値が [Yes] の場合は、セットトップ ボックスがこのセッション

を作成しました。

[From STB] の値が [No] の場合は、バックオフィスがこのセッションを作成

しました。

Stream Node STB へのセッションのストリーミングするために使用する転送ネットワーク

の論理ノード。値は 3 桁の数字で、デフォルトは 000 です。nABLE 
Motorola 環境では、値は通常 -1 です。

Position 現在のストリームの場所。この位置は、ビデオの先頭からのミリ秒数を NPT 
形式で表しています。

History このストリームのセッションの現在のトランザクション（トリック モード、

再生、一時停止）履歴。

表 4-7 ストリームの詳細（続き）

フィールド 説明
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図 4-11 ストリーム アクティビティ レポート

ストリーム オブジェクトを削除するには、オブジェクトを表示し、[Delete] をクリックします。

ストリームの障害

失敗したストリームの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Failed Streams] の順に選択します。[Stream Failures] ページが表示されます。

失敗した個々のストリームが、ストリームが失敗した日時でリストされ、失敗したストリームのセッ

ション ID が続きます。

（注） [Stream Failure] モニタリングは、当日のストリームだけを表示します。過去のストリーム障害

を表示するには、「ストリームの障害」（P.5-15）を参照してください。

ステップ 2 [Stream Failures] ドロップダウン リストから、ストリーム オブジェクトのタイムスタンプとセッショ

ン ID を選択し、[Display] をクリックします。ストリーム障害の詳細が表示されます。図 4-12 を参照

してください。

失敗したストリームを削除するには、オブジェクトを表示し、[Delete] をクリックします。
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図 4-12 [Stream Failures] ページ

表 4-8 で、ストリーム障害の詳細を説明します。

表 4-8 ストリーム障害の詳細 

フィールド 説明

Session ID 失敗したストリームのセッション ID。

Failure Date 障害が発生した日時。

QAM IP 障害に関連する QAM デバイスの IP アドレス。

Service Group 障害に関連するサービス グループ。

Server ID このストリーム オブジェクトのストリーミングを担当するサーバ。サーバ ID に
関連付けられた IP アドレスを表示するには、「サーバの設定」（P.3-61）を参照し

てください。

Group ID 同じ CDS システムの一部であるすべてのサーバ（単一の CDSM で管理されてい

る）は、同じグループ ID を持ちます。このグループ ID は CDSM GUI アレイ ID 
に対応し、企業全体で一意である必要があります。表 4-9 で、CDSM GUI と 
CServer 間の ID マッピングについて説明します。
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表 4-9 に、CDSM GUI ID の名前と、setupfile および .arroyorc ファイル内の CServer 名とのマッピン

グを示します。

表 4-10 に、エラーが発生した場所を具体的に説明する内部エラーのエラー コードをリストします。ま

た、ネットワークまたはネットワーク コンポーネントのエラーもリストします。

Failed Operation ストリームが失敗したときに行っていた操作（たとえば、createStream、LSCP 
Command()、または createServant）は破棄します。これらは、障害発生時の測定

ポイントまたはシステムのトランザクション状態です。

Failed Task 失敗したタスクは、障害発生時点でのコール スタックの実行シーケンス タイプを

表すイベント カテゴリです。上位カテゴリのリストは、次のとおりです。

 • Tune In

 • Load Application

 • Load Catalog

 • Eligibility Check

 • Select Subscription

 • Purchase Subscription

 • Select Movie

 • Purchase Check

 • Play Movie

 • Movie Setup

 • Movie Control

 • Movie Confirm

 • Purchase Confirm

 • Purchase Log

 • Stop Movie

 • Movie Release
Error Code エラー コードは、障害の原因となったイベントについて説明します。エラー コー

ドの説明については、表 4-10を参照してください。

表 4-8 ストリーム障害の詳細（続き）

フィールド 説明

表 4-9 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名 

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid

表 4-10 エラー コード 

数値エラー コード エラー コード 説明

2024 FTP_CONNECTION_FAILED FTP サーバに接続できませんでした。

2025 FTP_SERVER_BIND_FAILED FTP サーバがポートにバインドできません。

2026 FTP_PUSH_TIMEOUT FTP プッシュ タイムアウト（PASV のサービス速

度が遅い）。

2027 FTP_QUIT_RECEIVED_DURING_INGEST FTP サーバが QUIT 要求を受信しました。

2036 NOT_ENOUGH_QAM_BANDWIDTH QAM 帯域幅が十分ではありません。



 

4-21
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

第 4 章      システム モニタリング

ストリームオブジェクトのモニタリング

表 4-11 に、ストリーム障害の発生原因となる、取り込み中またはトリックモード ファイルの作成中に

発生する可能性のあるエラーのエラー コードをリストします。

2041 CONTENT_CAN_NOT_BE_LOCATED コンテンツが関連するコンテンツ ストアにありま

せん。

3006 SET_DESTINATION_FAILED ストリームの宛先を設定中に失敗しました。

6001 RTSP_REQUEST_INVALID RTSP 要求は、RTSP サーバにより認識されません

でした。構文が間違っているか、メソッドが不明

です。

6002 SESSION_NOT_FOUND RTSP セッション ID が RTSP サーバに存在しませ

ん。

6003 RTSP_METHOD_NOT_VALID_IN_STATE RTSP 要求は現在の RTSP セッション状態に対し

て無効です。

6004 RTSP_RANGE_NOT_VALID RTSP 範囲ヘッダーに有効な値はありません。

6005 TRANSPORT_UNSUPPORTED 転送ヘッダーが解析できません。

6006 NO_DESTINATION_DEFINED 転送ヘッダーにストリーム宛先値はありません。

6007 INTERNAL_SERVER_ERROR RTSP 要求中に内部サーバ エラーが発生しました。

6008 RTSP_SERVICE_UNAVAILABLE RTSP サービスは使用できません。

6009 UNSUPPORTED_RTSP_VERSION RTSP バージョンはサポートされていません。

6010 UNSUPPORTED_OPTION RTSP 要求ヘッダーはサポートされていません。

6011 STREAMING_ERROR_READING_CONTENT ストリームでのコンテンツの読み込みでエラーが

発生しました。

表 4-10 エラー コード（続き）

数値エラー コード エラー コード 説明

表 4-11 MPEG のエラー コード 

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明

8001 TRICK_INGEST_NO_INGEST_OBJECTS 取り込みの失敗です。使用可能なシステム メモリを

確認します。

8002 TRICK_INGEST_TOO_MANY_SPEEDS トリック速度が過剰です。トリック速度の設定を変

更します。

8003 TRICK_INGEST_NULL_INGEST_OBJECTS 取り込みの失敗です。使用可能なシステム メモリを

確認します。

8004 TRICK_INGEST_INVALID_SPEED_DENOMINATOR 取り込みの失敗です。トリック速度の設定を変更し

ます。

8005 TRICK_INGEST_INVALID_SPEED_LT_2X 取り込みの失敗です。トリック速度の設定を変更し

ます。

8006 TRICK_INGEST_NULL_DERIVED_INGEST_OBJECTS 取り込みの失敗です。使用可能なシステム メモリを

確認します。

8007 TRICK_RSDVR_DYNAMIC_TRICK_CREATION 
_FAILS

RS-DVR トリックモード ファイル作成の失敗です。

トリック速度の設定を変更します。
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8008 TRICK_INGEST_CDN_AVC_UNSUPPORTED VVI システムでは Advanced Video Coding（AVC）

は取り込まないでください。

8009 TRICK_RSDVR_BAD_STREAM_TYPE RS-DVR トリックモード ファイル作成の失敗です。

ストリームにすでに失敗した取り込みが存在します。

8010 TRICK_INGEST_ABORTED 一般的な取り込みの障害。取り込みフィードを確認

します。

8011 TRICK_INGEST_INSUFFICIENT_DATA 取り込みの失敗です。取り込みフィードを確認しま

す。

8012 TRICK_INGEST_STREAM_TOO_BIG 取り込みの失敗です。制限は既知のビット レートで 
162 GB または約 12 時間です。

8013 TRICK_RSDVR_WRITE_OVERFLOW RS-DVR トリックモード ファイル作成の失敗です。

取り込みフィードを確認します。

8014 TRICK_INGEST_VBR_UNSUPPORTED 取り込みの失敗です。取り込みフィードを確認しま

す。

8015 TRICK_INGEST_RATE_FORCED ストリーミング レートが不正の可能性があります。

取り込みフィードを確認します。

8016 TRICK_INGEST_PAT_NOT_FOUND プログラム アソシエーション テーブル（PAT）が見

つかりません。取り込みフィードを確認します。

8017 TRICK_INGEST_DEFAULTING_PMT_PID プログラム マップ テーブル（PMT）プロセス ID
（PID）が判別できません。取り込みフィードを確認

します。

8018 TRICK_INGEST_DEFAULTING_PROGRAM_NUMBER プログラム番号が判別できません。取り込みフィー

ドを確認します。

8019 TRICK_INGEST_DEFAULTING_VIDEO_PID_AND_ 
TYPE

ビデオ PID またはタイプが判別できません。取り込

みフィードを確認します。

8020 TRICK_INGEST_BITRATE_INDETERMINATE ビット レートが判別できません。取り込みフィード

を確認するか、取り込み設定パラメータを調整しま

す。

8021 TRICK_INGEST_FIRST_PTS_NOT_FOUND 初の表示タイム スタンプ（PTS）が判別できませ

ん。取り込みフィードを確認します。

8022 TRICK_INGEST_CANNOT 
DETERMINE_FRAMERATE

フレーム レートが判別できません。取り込みフィー

ドを確認します。

8023 TRICK_INGEST_PMT_NOT_FOUND PMT が見つかりません。取り込みフィードを確認し

ます。

8024 TRICK_INGEST_MULTIPLE_VIDEO_PIDS 複数のビデオ PID が見つかりました。取り込み

フィードを確認します。

8025 TRICK_INGEST_PID_REPLACEMENT_CANCELLED PID を標準化できませんでした。取り込みフィード

を確認します。

8026 TRICK_INGEST_OVERFLOW リング バッファ オーバーフローによる取り込みの失

敗です。取り込みフィードを確認します。

8027 TRICK_INGEST_WRITE_ERROR 1x 書き込み問題による取り込みの失敗です。取り込

みフィードを確認します。

表 4-11 MPEG のエラー コード（続き）

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明
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8028 TRICK_INGEST_OVERFLOW_ON_RETRY 再試行後も取り込み失敗（リング バッファ オーバー

フロー）。取り込みフィードを確認します。

8029 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE 取り込みの失敗です。取り込みフィードを確認する

か、取り込み設定パラメータを調整します。

8030 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_PAT_PMT 取り込みの失敗です。PAT も PMT もありません。

取り込みフィードを確認するか、取り込み設定パラ

メータを調整します。

8031 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_BITRATE 取り込みの失敗です。ビット レートを計算できませ

ん。取り込みフィードを確認するか、取り込み設定

パラメータを調整します。

8032 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE 
_DISCONTINUITIES

取り込みの失敗です。中断が多すぎます。取り込み

フィードを確認するか、取り込み設定パラメータを

調整します。

8033 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_CONTINUITY 
_COUNTERS

取り込みの失敗です。継続性カウンタ エラーが多す

ぎます。取り込みフィードを確認するか、取り込み

設定パラメータを調整します。

8034 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_SYNC 取り込みの失敗です。同期エラーが多すぎます。取

り込みフィードを確認するか、取り込み設定パラ

メータを調整します。

8035 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_SYNC_TIME 取り込みの失敗です。同期の喪失が多すぎます。取

り込みフィードを確認するか、取り込み設定パラ

メータを調整します。

8036 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_PIC_GAPS 取り込みの失敗です。画像ギャップが多すぎます。

取り込みフィードを確認するか、取り込み設定パラ

メータを調整します。

8037 TRICK_INGEST_KNOBS_FAILURE_PIC_GAP_TIME 取り込みの失敗です。画像ギャップが長すぎます。

取り込みフィードを確認するか、取り込み設定パラ

メータを調整します。

8038 TRICK_INGEST_SEQUENCE_HEADER_NOT_FOUND 取り込みの失敗です。シーケンス ヘッダーを検出で

きませんでした。取り込みフィードを確認します。

8039 TRICK_INGEST_SPS_NOT_FOUND 取り込みの失敗です。SPS を検出できませんでした。

取り込みフィードを確認します。

8040 TRICK_INGEST_CDN_SEQ_WRITE_FAILED シーケンス ヘッダー書き込みエラーによる取り込み

の失敗です。取り込みフィードを確認します。

8041 TRICK_INGEST_CDN_NONCONFORMAL 
_FRAME_START

VVI：取り込みの失敗です。フレーム開始が無効で

す。取り込みフィードを確認します。

8042 TRICK_INGEST_SPLIT_SEQEND_SEQ_PAIR 取り込みの失敗です。

SequenceEnd/SequenceHeader のペアが連続してい

ません。取り込みフィードを確認します。

8043 TRICK_INGEST_PIC_SIZE_CHANGED 取り込みの失敗です。画像サイズが変更されました。

取り込みフィードを確認します。

8044 TRICK_INGEST_PIC_SIZE_H_OR_V_ZERO 取り込みの失敗です。画像サイズ H または V がゼロ

です。取り込みフィードを確認します。

表 4-11 MPEG のエラー コード（続き）

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明
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表 4-12 に、オプションの Ingest Manager の Managed Services Architecture（MSA）エラー コードを

リストします。

8045 TRICK_INGEST_HORIZONTAL_PIC_SIZE_EXCEEDS
_MAX

取り込みの失敗です。水平サイズが 大値（1920）
を超えています。取り込みフィードを確認します。

8046 TRICK_INGEST_VERTICAL_PIC_SIZE_EXCEEDS 
_MAX

取り込みの失敗です。垂直サイズは、 大値（1088）
を超えています。取り込みフィードを確認します。

8047 TRICK_INGEST_SEQUENCE_HEADER_CHANGED VVI：取り込みの失敗です。シーケンス ヘッダーが

変更されました。取り込みフィードを確認します。

8048 TRICK_INGEST_SEQUENCE_HEADER_CHANGE_NO
_SEQEND

取り込みの失敗です。シーケンス エンドが先行して

いない状態にシーケンス ヘッダーが変更されまし

た。

8049 TRICK_INGEST_SEQUENCE_HEADER_CHANGE 
_BAD_PRIOR_STARTCODE

取り込みの失敗です。直前にシーケンス エンドが先

行していない状態にシーケンス ヘッダーが変更され

ました。

8050 TRICK_INGEST_SEQUENCE_HEADER_CHANGE 
_NO_PRIOR_STARTCODE

取り込みの失敗です。開始コードが先行していない

状態にシーケンス ヘッダーが変更されました

8051 TRICK_INGEST_ILLEGAL_FRAMERATE 不正なフレーム レート コード。取り込みフィードを

確認します。

8052 TRICK_INGEST_CDN_ILLEGAL 
PES_PACKETISATION

VVI：取り込みの失敗です。不正な PES のパケット

化。取り込みフィードを確認します。

8053 TRICK_INGEST_CDN_STREAM_STARTS_WITH 
_P_FRAME

VVI：取り込みの失敗です。ストリームが P フレー

ムで開始されています。取り込みフィードを確認し

ます。

8054 TRICK_INGEST_CDN_STREAM_STARTS_WITH 
_B_FRAME

VVI：取り込みの失敗です。ストリームが B フレー

ムで開始されています。取り込みフィードを確認し

ます。

8055 TRICK_INGEST_ZERO_BITRATE 取り込みフィードを確認します。ビットレートが不

確定です。

8056 TRICK_INGEST_CDN_STREAM_STARTS_WITH 
_BAD_I_FRAME

VVI：取り込みの失敗です。ストリームが形式が不

正な I フレームで開始されています。取り込み

フィードを確認します。

表 4-11 MPEG のエラー コード（続き）

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明

表 4-12 オプションの Ingest Manager の MSA エラー コード 

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明

7000 MSA_BAD_XML XML 解析エラーが発生しました。エラーがないか ADI XML を調べます。

7001 MSA_BAD_REQUEST コンテンツ要求は悪かったです。ターゲット バックオフィスの URL を確認

します。

7002 MSA_UNKNOWN_HOST ホストが不明です。ターゲット バックオフィスの URL を確認します。
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表 4-13 に、ファイルサービス インターフェイス（FSI）の MSA エラー コードをリストします。

7003 MSA_CONNECTION_DROP 接続がドロップされました。URL をチェックします。Ingest Manager が ADI 
XML のフォーマットを誤った可能性があります。

7004 MSA_BACKOFFICE_TIMEOUT バック オフィスが許可期間内に応答しませんでした。

7005 MSA_UNKNOWN 不明なエラーが発生しました。/home/isa/bss/log/aim.log を確認します。

7006 MSA_FAILED_POST Ingest Manager はバック オフィスに ADI をポストできませんでした。

7007 MSA_PKG_EXPIRED パッケージの期限が切れ、再試行レコードが削除されます。

7008 MSA_ENCRYPT_FAILED Ingest Manager がコンテンツを暗号化できなかったため、取り込みが失敗し

ました。

7009 MSA_STORE_FAILED Ingest Manager でストレージ サーバに問題があるため、取り込みが失敗しま

した。

7010 MSA_BACKOFFICE_FAILED Ingest Manager がバックオフィスにアクセスできなかったため、取り込みが

失敗しました。

7011 MSA_INVALID_URL 取り込みに提供された URL が無効です。

表 4-12 オプションの Ingest Manager の MSA エラー コード（続き）

数値エ

ラー 
コード エラー コード 説明

表 4-13 FSI の MSA エラー コード

数値エラー 
コード エラー コード 説明

9001 MSA_INGEST_INIT FTP の場所からの取り込みを初期化できません。

9002 MSA_CONTENT_ALREADY コンテンツはすでに取り込み中です。

9003 MSA_DEL_RECORD_FAILED データベース レコードの削除が失敗しました。

9004 MSA_INGEST_CANCELED 取り込みが取り消されました。

9005 MSA_UNKNOWN_ERROR 未知の取り込みエラーが発生しました。

9006 MSA_ALLOC_ERROR メモリ割り当てエラーが原因で続行できません。

9007 MSA_FILLCB_FAILED CServer FillCB コールが失敗しました。

9008 MSA_ICONTENT_FAILED iContentPlay への CServer コールが失敗しました。

9009 MSA_INGEST_FAILED 選択したコンテンツを取り込むことができません。
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アレイ レベルのモニタリング
アレイ レベル モニタリング ページには、指定アレイのヘルスおよびアクティビティの全体的なビュー

が表示されます。

アレイのスナップ ショット

[Array Snapshot] ページには CDS 上のサーバ指定アレイの現在のアクティビティの概要が表示されま

す。すべてのストリームの状態、コンテンツの取り込み、およびディスク使用率のサマリーが表示され

ます。

[Array Snapshot] ページに表示されるフィールドは、[System Snapshot] ページに表示されるフィール

ドと同じであり、各ストリームのグループについてアクティブなストリーム帯域幅とアクティブな Fill 
帯域幅が表示されます。フィールドの説明については、表 4-1（P.4-4） を参照してください。

サーバ レベル モニタリング
サーバ レベル モニタリング ページには、Vault または Streamer サーバのヘルスおよびアクティビティ

が表示されます。

サーバ レベル モニタリング ページを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Server Level] の順に選択し、必要に応じて、次のいずれかをクリックします。

 • ディスク モニタ

 • NIC モニタ

 • サーバ バイタル 

 • Cache/Fill 帯域幅

 • サービス モニタ

ステップ 2 ドロップダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。

ディスク モニタ

[Disk Monitor] ページには、ディスク ステータスのリアルタイム情報が表示されます。

ディスクの現在のステータスを表示するには、[Disk] ページのドロップダウン リストからサーバの IP 
アドレスを選択し、[Display] をクリックして、グラフィックに表示されるディスクのいずれか 1 つの

ディスク上にマウスを動かします。サーバが Lindenhurst CDE の場合は、グラフィックに表示されて

いるディスクの 1 つをクリックします。図 4-13 に、Streamer サーバの例を示します。

情報の更新頻度を変更するには、[Data Refresh Rate] フィールドに秒数を入力します。デフォルトは 
10 秒です。範囲は 10 ～ 300 です。リフレッシュ レートに基づいて更新されたすべてのフィールド値

はグリーンのフォントで表示されます。
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図 4-13 ディスク モニタ：[Streamer] ページ

Vault サーバの場合は、[Disk Availability] 折れ線グラフに利用可能なディスク領域の割合が表示され

ます。[Total Space]、[Available Space]、[% Used] に表示されるギガバイトは Vault サーバ上にインス

トールされたすべてのディスクの合計です。

[Linux File System Stats] テーブルは、フラッシュ モジュールのパーティションを合わせた総記憶域、

フラッシュ モジュールのパーティションを合わせた総使用可能記憶域、および合わせた各パーティ

ションで使用されているストレージの割合を示します。図 4-13 では、使用率がユーザ定義のしきい値 
40 % を超えたために、hda2 パーティションにアラーム インジケータがあります。しきい値について

は、「システムしきい値の設定」（P.7-7）を参照してください。

表 4-14 で、フラッシュ モジュールが選択されたときに表示される情報について説明します。
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S.M.A.R.T
CDS には S.M.A.R.T. が内蔵されており、ハード ドライブの信頼性のモニタ、ドライブ障害の予測、

さまざまなタイプのドライブ セルフテストを実行します。S.M.A.R.T は、ほとんどのディスク ドライ

ブでネイティブであるファームウェアであり、長期にわたってディスク属性をモニタすることで、予測

的な障害分析を実行可能にします。予測的な事前警告により、オペレータが予防メンテナンスを行うこ

とができます。

選択したディスクで直近の 5 秒間に発生した現在の読み取り /書き込みアクティビティを表示するに

は、[Graph Disks] をクリックします。図 4-14 に、[Disk Activity] グラフの例を示します。

図 4-14 ディスク モニタ：Vault ディスク アクティビティグラフ

[Disk Activity] グラフには、5 秒間での読み取りデータおよび書き込みデータ量の平均計算（メガバイ

ト /秒）を表示します。

表 4-14 フラッシュ モジュール ステータス フィールド 

フィールド 説明

Current Temp フラッシュ モジュールの現在の温度。

Smart Status 関連する ATA/SCSI 標準に従って製造元によって決定された、ディスクの

自己モニタリング、分析、およびレポーティング テクノロジー

（S.M.A.R.T.）ステータス。S.M.A.R.T.は、ディスクが不良になるタイミ

ングを判断するファームウェア埋め込みロジックです。

Number of Reads 電源投入から現在までにフラッシュ モジュールから読み込まれたバイト

数。

Number of Writes 電源投入から現在までにフラッシュ モジュールに書き込まれたバイト数。
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NIC モニタ

[NIC Monitor] ページには、サーバの各ネットワーク インターフェイス カード（NIC）カードの状態が

表示されます。

サーバの NIC の現在のステータスを表示するには、[NIC Monitor] ページのドロップダウン リストか

らサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックして、グラフィックに表示される NIC ポート

のいずれか 1 つをクリックします。図 4-15 に、Vault サーバの eth4 インターフェイスの例を示します。

情報の更新頻度を変更するには、[Data Refresh Rate] フィールドに秒数を入力します。デフォルトは 
10 秒です。範囲は 10 ～ 300 です。リフレッシュ レートに基づいて更新されたすべてのフィールド値

はグリーンのフォントで表示されます。

図 4-15 NIC モニタ：[Vault] ページ

表 4-15 で、NIC ポートに表示される情報について説明します。

表 4-15 NIC ポート ステータス フィールド 

フィールド 説明

Port Speed メガビット /秒（Mbps）単位のインターフェイス速度。

Admin State ポート インターフェイスの管理状態。管理状態は、サーバが起動するとき

に決定されます。管理状態はアップまたはダウンです。

Op State ポート インターフェイスの動作状態。動作状態は、アップまたはダウンの

いずれかです。ポートがネットワークに接続されていない、または故障し

ている場合、表示される動作状態はダウンです。
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このサーバの各ポートで直近の 2 秒間に発生した送信および受信アクティビティの平均を表示するに

は、[Graph Ports] をクリックします。図 4-16 に、[Port Activity] グラフの例を示します。

図 4-16 NIC モニタ：Vault アクティビティ グラフ

 

サーバ バイタル

[Server Vitals] ページには、モニタ対象システム コンポーネントの現在値が表示されます。サーバ コ
ンポーネントはモニタされ、しきい値を超えると、[System Health Monitor] ページでイベントがレ

ポートされてネットワーク管理システム（NMS）に SNMP トラップが送信されます。

（注） [Server Vitals] ページは CDSM ヘルス モニタ機能がイネーブルの場合にだけ表示されます。詳細につ

いては、「CDSM または VVIM ヘルス モニタリング」（P.D-9）を参照してください。

Media Type インターフェイスの物理コンジット。物理タイプは銅線または光ファイバ

です。

Poll Interval 各ディスクポール間の秒数。

Transmit このポートが動作可能になり、管理上アップ状態になった時点以降に送信

された合計バイト数。

Received このポートが動作可能になり、管理上アップ状態になった時点以降に受信

された合計バイト数。

表 4-15 NIC ポート ステータス フィールド（続き）

フィールド 説明
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モニタ対象コンポーネントの現在の値、しきい値設定を表示するには、[Server Vitals] ページのドロッ

プダウン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。

情報の更新頻度を変更するには、[Data Refresh Rate] フィールドに秒数を入力します。デフォルトは 
10 秒です。範囲は 10 ～ 300 です。リフレッシュ レートに基づいて更新されたすべてのフィールド値

はグリーンのフォントで表示されます。

温度の形式を華氏に変更するには、[Temperature Format] で [°F] を選択します。デフォルトは摂氏

（°C）です。

モニタ対象コンポーネントは各コンテンツ配信エンジン（CDE）モデルによって異なります。図 4-17 
に、Vault（CDE420）の [Server Vitals] ページの例を示します。

図 4-17 [Server Vitals] ページ
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Cache/Fill 帯域幅

[Cache/Fill Bandwidth] ページは、Streamer のコンテンツ キャッシング アクティビティの詳細を表示

します。

サーバのキャッシング アクティビティを表示するには、[Cache/Fill Bandwidth] ページのドロップダウ

ン リストからサーバの IP アドレスを選択し、[Display] をクリックします。図 4-18 に例を示します。

情報の更新頻度を変更するには、[Data Refresh Rate] フィールドに秒数を入力します。デフォルトは 
10 秒です。範囲は 10 ～ 300 です。リフレッシュ レートに基づいて更新されたすべてのフィールド値

はグリーンのフォントで表示されます。

図 4-18 [Cache/Fill Bandwidth] ページ

表 4-16 で、[Cache/Fill Bandwidth] ページにリストされているサービスについて説明します。

（注） [Cache/Fill Bandwidth] ページの値は CDS サーバのクロックが CDSM と同期されている場合だけ正確

です。

表 4-16 Cache/Fill 帯域幅フィールド  

サービス 説明

Active Stream Count この Streamer 上のアクティブなストリームの数。

Active Stream Bandwidth このストリーム上でストリーミングに使用される帯域幅（単位：Mbps）。
Unique Stream Count この Streamer 上の一意のストリームの数。

Unique Stream Bandwidth この Streamer 上で一意のストリームのサービスに使用される帯域幅（単

位：Mbps）。
Fill Receive Stream Count この Streamer 上で、コンテンツ要求を実行するために Vault からコンテ

ンツを取得するストリームの数。

Actual Fill Stream 
Bandwidth

この Streamer 上で、Vault からコンテンツを取得するために使用される

帯域幅（単位：Mbps）。
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サービス モニタ

[Services Monitor] ページには、特定のプロセスがサーバで実行されているかどうかが表示されます。

サーバで実行されているサービスの現在のステータスを表示するには、サーバの IP アドレスを 
[Service Monitor] ページのドロップダウン リストから選択し、[Display] をクリックします。図 4-18 
に、Streamer サーバの例を示します。

図 4-19 [Services Monitor] ページ：Streamer

表 4-17 で、[Service Monitor] ページにリストされているサービスについて説明します。

Disk Read Stream Count この Streamer 上のディスクから取得したコンテンツを送信している、こ

の Streamer 上のストリームの数。

Disk Read Bandwidth この Streamer 上で、ローカルに保存されたコンテンツ（Streamer のディ

スク上にあるコンテンツ）の取得に使用される帯域幅（単位：Mbps）。

表 4-16 Cache/Fill 帯域幅フィールド（続き） 

サービス 説明

表 4-17 CDS サービス  

サービス サーバ 説明

Cisco Cache Server Both キャッシュ サーバがすべてのサーバで実行されます。

キャッシュ サーバは、CDS のコア機能を処理します。

Cisco FSI Master Vault マスター Vault サーバを表示した場合、ファイルサー

ビス インターフェイス（FSI）マスター プロセスが動

作しています。FSI Master は、バックオフィスからの

コンテンツ ファイル関連要求のマスター Vault プロセ

スとして機能します。

Cisco FSI Server Vault FSI Server は各 Vault で動作し、FSI Master からの

ファイル関連要求を処理します。



 

4-34
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-24986-01-J

第 4 章      システム モニタリング         

推奨モニタリング スケジュール

推奨モニタリング スケジュール
このモニタリング スケジュールは、CDS が正常に動作していることを確認し、ダウン タイムを引き起

こす可能性のある潜在的な問題を識別するために推奨されます。

注意 CDS、Linux オペレーティング システムに精通し、Linux コマンド ラインの基本的な知識がない限

り、Linux コマンドラインにはアクセスしないでください。

（注） ログのエラー警告の一部は情報のみであり、処理は必要ではありません。

毎日のタスク

次の作業は、毎日実行する必要があります。

Cisco RTSP Server Streamer ヘッドエンド環境に応じて、RTSP サーバはStreamer
上でクライアントまたはサーバとして動作します。

RTSP サーバは CDS とバックオフィス間のメッセー

ジングを処理します。

Cisco Resource Manager Streamer Resource Manager は Streamer サーバで動作します。

Resource Manager は孤立したストリームを処理しま

す。

Cisco DB Server Both DB（データベース）サーバがすべてのサーバで動作

し、CDS のすべてのデータ オブジェクトを追跡しま

す。

DB Synchronization 
Status

Both すべてのサーバのデータベース同期ステータスを表示

します。ステートは [OK] および [not OK] です。

Cisco SNMP Server Both SNMP エージェントが実行されている場合は、SNMP 
サーバは動作していると表示されます。

Cisco System Manager Both System Manager は各サーバで動作し、CDSM との通

信を容易にします。

Cisco BWMgr Server Streamer Bandwidth Manager プロセスは、導入の一部にオプ

ションの Bandwidth Manager 機能が含まれている場

合に、Streamerで動作します。割り当てられたスト

リームおよび VOD ネットワーク リソースを追跡しま

す。

Cisco Ingest Manager Vault オプションの Bandwidth Manager 機能が導入の一部

に含まれている場合は、マスター Vault サーバを表示

すると、Bandwidth Manager プロセスは動作してい

ます。

表 4-17 CDS サービス（続き） 

サービス サーバ 説明
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 • [Monitor] > [System Level] > [System Health] の順に選択し、[System Health Monitor] ページで任

意のサーバの赤または黄色の状態を確認します。赤または黄色のボックスをクリックして、ディス

ク、NIC、またはサービスの詳細情報を表示します。詳細については、「システム ヘルス」（P.4-2）
を参照してください。

 • [Monitor] > [System Level] > [Failed Ingests] の順に選択して、失敗した取り込みがないかチェッ

クします。詳細については、「取り込み」（P.4-5） を参照してください。

毎週のタスク

次の作業は、毎週実行する必要があります。

 • Streamer と Vault のモニタリング タスク

 • Vault のモニタリング タスク

 • Streamer のモニタリング タスク

（注） すべてのコマンドは、ユーザが root として Linux オペレーティング システムにログインする必要があ

ります。一部のタスクには CDSM オプションがあります。

Streamer と Vault のモニタリング タスク

Streamer と Vault を毎週モニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 使用済みディスク領域を回復します。root ログインを使用して各サーバにログインし、次のコマンドを

実行します。

dh -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1              13G  5.2G  7.0G  43% /
/dev/hda6              20G   16G  4.3G  78% /arroyo/log

ディスク使用率が 75 % を超える場合、次の方法を使用してディスク領域を回復します。

a. コア ファイルを検索して削除します。

find /arroyo –name core*
find /home/isa –name core*

b. アーカイブ ログを外部デバイスにコピーして /arroyo/archive ディレクトリから削除します。

c. 古いインストールまたは /root ディレクトリの ISO アップグレード ファイルが存在しないか確認

し、削除します。

find /root –name *.iso
find /arroyo –name *.iso

ステップ 2 サービスが動作していることを確認します。[Monitor] > [Server Level] > [Services Monitor]  を選択し

て各サーバのサービスをチェックするか、または各サーバにログインし、次のコマンドを実行します。

su - isa
show_calypso_services 
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ステップ 3 CServer インターフェイスを確認してイーサネット アダプタのステータスを確認します。[Monitor] > 
[Server Level NIC Monitor]  を選択するか、各サーバにログインし、次のコマンドを使用します

a. grep -i Link コマンドを使用して、使用されていないアダプタ以外のすべてのアダプタのステータ

スが「link up」であることを確認します。

grep –i Link /proc/net/PRO_LAN_Adapters/*.info

b. grep -i Speed コマンドを使用して、ステータスが「link up」の各アダプタの速度が 1000 であるこ

とを確認します。

grep –i Speed /proc/net/PRO_LAN_Adapters/*.info

c. grep -i State コマンドを使用して、使用されていないアダプタ以外のすべてのアダプタの状態が

「up」であることを確認します。

grep –i State /proc/net/PRO_LAN_Adapters/*.info

ステップ 4 次のコマンドを使用して、CServer ストリーミングおよび cache-fill インターフェイスをチェックしま

す。

/home/stats/ifstats

ステップ 5 次のコマンドを使用してデータベース スレッド数をチェックします。

netstat –an | grep 9999

各 Vault および Streamer に 2 つの接続が [ESTABLISHED] ステータスで表示されます。

ステップ 6 エラーや問題がないかプロトコル タイミングを確認します。また、プロトコル タイミングログでパ

ケット再送信がないか確認します。

tail –f /arroyo/log/protocoltiming.log.{date} | grep retransmissions 

ステップ 7 警告メッセージを探します。

grep –i warning /arroyo/log/protocoltiming.log.<date> | more 

（注） 「WARNING」メッセージは、紛らわしい場合があります。たとえば、「datawait」および

「slow disk」メッセージは通常発生するものであり、問題を示すものではありません。

ステップ 8 特定のコンテンツ オブジェクトの GOID 数はコンテンツを持つことが想定されるすべてのサーバ

（Vault および Streamer）で同じである必要があります。特定のコンテンツ オブジェクトに対して 
GOID 数が同じである必要がある Vault の数はミラー コピーの設定によって決定されます（「サーバの

設定」（P.3-61）を参照）。GOID 数は、設定したトリック速度にも依存します（「取り込み調整の設定」

（P.3-18）を参照）。GOID が Vault と Streamer 間で異なる場合は、「no content available」の問題ため、

セッション設定は作成されません。これは、Streamer の持つ GOID に一致するコンテンツが Vault に
存在しないことが原因です。

Vault のモニタリング タスク

Vault および Streamer の両方の週単位のモニタリング タスクに加えて、Vault は次の方法でモニタリン

グできます。

1. Vault ハード ドライブの空き領域をチェックします。[Monitor] > [Server Level] > [Disk Monitor] 
の順に選択します。使用可能なディスクは、パーセンテージおよびギガバイト数で表示されます。

または、次のコマンドを実行して、プロトコル タイミング ログを表示します。
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tail –f /arroyo/log/protocoltiming.{date} | grep “Capacity Disk:”

返される数字は、このサーバで利用可能なディスク領域のパーセンテージを示します。数字が 5 以
下の場合は、Vault を追加するか、ドライブを容量の大きいものに交換するか、または使用してい

ないコンテンツを削除することで、記憶域を増やすステップを実行する必要があります。

2. /home/isa/fsi ログをチェックして、各 Vault の取り込みエラーを確認します。マスター Vault に追

加のログがあります。

3. /home/isa/bss/logs/ ディレクトリの次のログ ファイルでエラーを探します。

 – fsi.log 

 – fsi.err 

fsi.log および fsi.err ファイルは Vault の取り込みアクティビティに関連しています。

Streamer のモニタリング タスク

Vault および Streamer の両方の週単位のモニタリング タスクに加えて、Streamer は次の方法でモニタ

リングできます。

1. ストリーミング ログを確認します。

tail -f /arroyo/log/streamevent.log.<date>

2. /home/isa/bss/logs/ ディレクトリの次のログ ファイルでエラーを探します。

 – rtsp.log 

 – rtsp.err 

rtsp.log および rtsp.err ファイルは、Streamer のストリーム設定および制御を確認するために使用

されます。

毎月のタスク

毎月のモニタリング タスクは次で構成されています。

1. [Monitor] > [System Level] > [System Snapshot] の順に選択し、[Disk Available] 量が次の 3 ～ 6 
か月で予想される動画ストレージの要件を満たしていることを確認します。

2. 要件に適している前月のレポートを実行して、カンマ区切り（CSV）ファイルで保存します。

3. 帯域幅とストリーミング レポートを使用して、CDS がサービス エリアごとに必要な使用率を超え

ていないことを確認します。

4. 高速セキュリティ チェックを実行します。

a. CDSM の変更が汎用 admin アカウントではなく各ユーザに起因するものであることを確認し

ます。

b. 必要に応じて CDSM パスワードをリセットします。

c. 必要に応じて Linux パスワードをリセットします。

d. アクセス ポリシーとファイアウォールがまだ有効であることを確認します。
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その他のタスク

すべてにオンデマンド（XOD）アプリケーションにアクセスできる場合、次の手順を実行します。

1. 過剰なエラーがないか inspect-live を確認します。

2. BMS または CDS に対して通信時間が過剰でないか inspect-live を確認します。



C H A P T E R
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5
システム レポート

CDSM は、システム モニタリングとシステム診断に使用可能なツールを提供します。この章で説明す

る内容は、次のとおりです。

 • 「ストリーム アクティビティ」（P.5-1）

 • 「コンテンツ アクティビティ」（P.5-20）

 • 「CDSM 監査ログ」（P.5-23）

 • 「アーカイブ データ」（P.5-25）

（注） 分割ドメイン管理で仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）がイネーブルの場合、Vault または 
Caching Node に関連付けられた CDSM ページは VVI Manager（VVIM）にだけ表示され、Streamer 
に関連付けられた CDSM ページは Stream Manager にだけ表示されます。詳細については、「仮想ビデ

オ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

ストリーム アクティビティ
ストリーム アクティビティ レポートはストリームに関する情報を表示します。使用可能なレポートは、

次のとおりです。

 • アレイ別ストリーム

 • 時間別ストリーム

 • ストリーム再生履歴

 • Cache/Fill 帯域幅

 • ストリームの障害

 • コンテンツの使用度

使用可能なストリーム アクティビティ レポートにアクセスし、[Report] > [Stream Activity] を選択し、

次のサブセクションで説明する特定のレポートの手順に従います。
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アレイ別ストリーム

アレイ別ストリーム レポートは、指定した Streamer グループに対して現在アクティブになっているす

べてのストリームを表示します。

アレイ別ストリーム レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Streams by Array] を選択します（図 5-1）。

図 5-1 ストリーム アクティビティで使用可能なレポート

図 5-2 に、アレイ別ストリーム レポートの選択フィールドを示します。

図 5-2 アレイ別ストリーム レポートの選択フィールド

ステップ 2 [Stream Array] ドロップダウン リストから、ストリーム アレイを選択します。

ステップ 3 修飾子を選択します。各修飾子の説明については、表 5-1を参照してください。
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ステップ 4 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 5 時間の詳細を、時別、日別、週別、または月別から選択します。各詳細に許可される 大時間間隔は次

のとおりです。

 • Hourly：31 日間

 • Daily：2 年間

 • Weekly：2 年間

 • Monthly：2 年間

ステップ 6 値を必要とする修飾子を選択した場合、フィルタ値を選択または指定します。

ステップ 7 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-3 に、オプションの修飾子を選択しない状態で 15 日間の日別のアクティビティを対象としたアレ

イ別ストリーム レポートの例を示します。

図 5-3 アレイ別ストリーム レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ（アレイ別ストリームによる日別のストリーム アクティビティ レポートなど）

表 5-1 アレイ別ストリームの修飾子 

修飾子 説明

None (Date 
Only)

日付だけをフィルタリングします。

Destination IP 後の手順で選択する宛先デバイスの IP アドレスでレポートをフィルタリング

します。
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 • 開始日と終了日 

 • 各ストリームの日付と時刻

 • 標準画質（SD）ストリームの合計数、高解像度（HD）ストリームの合計数、および選択された期

間全体の合計ストリーム数

[Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 8 詳細を表示するには、ストリーム リンクの総数をクリックします。たとえば、図 5-3 では [5 total] を
クリックします。[Session ID Summary] が表示されます（図 5-4）。

図 5-4 セッション ID サマリー

（注） セッション ID サマリーは各列見出しをクリックしてソートできます。

レポートには、次の項目が表示されます。

 • セッション ID

 • コンテンツ名

 • 開始および終了日時

セッション ID サマリーは各列見出しをクリックしてソートできます。

ステップ 9 特定セッションのストリーム再生履歴を表示するには、セッション ID をクリックします（図 5-5）。

（注） [Trick Mode Capture] がディセーブルの場合、セッション ID はストリーム再生履歴にリンクし

ません。[Trick Mode Capture] をイネーブル化する方法については、「トリック モードのキャ

プチャ」（P.D-5）を参照してください。
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図 5-5 セッション ID：ストリーム再生履歴のドリルダウン

レポートには、次の項目が表示されます。

 • セッション ID

 • セットトップ ボックスの MAC アドレス

 • 切断理由

 • 各再生またはトリック モード操作の日時

 • 各操作の経過時間

各ストリーム再生履歴レポートの下部は、操作を色にマッピングした凡例です。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 10 このセッションに関連付けられたストリームに関する詳細を参照するには、[Show Stream Data] をク

リックします（図 5-6）。
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図 5-6 ストリーム再生履歴：ストリーム データ

ストリーム データには、次の項目が表示されます。

 • ストリームの詳細（QAM の IP アドレスとポート、およびサービス グループ）

 • コンテンツの詳細（コンテンツ名、取り込み情報、コンテンツを格納しているサーバ ID など）

ストリーム データを非表示にするには、[Hide Stream Data] をクリックします。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

ステップ 11 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。

b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

時間別ストリーム

時間別ストリーム レポートは、指定した期間内の選択した時間詳細の標準解像度および高解像度スト

リーム数を集計します。このレポートは日のトラフィックが低い時間を分析し、サービス停止の計画に

使用できます。

時間別ストリーム レポートを表示するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Streams By Time] を選択します。図 5-7 に、時間別

ストリーム レポートの選択フィールドを示します。

図 5-7 時間別ストリーム レポートの選択フィールド

ステップ 2 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 3 時間の詳細を選択します。

ステップ 4 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-8 に、[Per Hour] 時間詳細が選択された時間別ストリーム レポートの例を示します。
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図 5-8 時間別ストリーム レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ（時間別ストリームによるストリーム アクティビティ レポートなど）

 • 開始日と終了日

 • 各ストリーム アクティビティ調査の時刻

 • 指定した開始日と終了日の期間内の各時間のストリームの総数

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 5 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。
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b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

ストリーム再生履歴

ストリーム再生履歴レポートは、特定のストリームのトリック モードの履歴を表示します。

ストリーム再生履歴レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Stream Play History] を選択します。図 5-13 に、ス

トリーム再生履歴レポートの選択フィールドを示します。

図 5-9 ストリーム再生履歴レポートの選択フィールド

ステップ 2 修飾子を選択します。各修飾子の説明については、表 5-2を参照してください。

ステップ 3 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

表 5-2 ストリーム再生履歴の修飾子

修飾子 説明

None (Date Only) 開始日と終了日でフィルタリングされたすべてのストリームのリスト（セッ

ション ID サマリー）が表示されます。

Session Handle 後の手順で指定したセッション ハンドルで、レポートをフィルタリングします。

Destination IP 後の手順で選択する宛先デバイスの IP アドレスでレポートをフィルタリングし

ます。
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（注） [Session ID] を選択すると、選択したセッションの完全な再生履歴を表示します。[From Date] 
フィールドおよび [To Date] フィールドがバイパスされます。

（注） [None (Date Only)] を選択すると、セッション ID サマリーを表示します。特定のセッションの

再生履歴を表示するには、セッション ID サマリー レポートの [Session ID] をクリックします。

ステップ 4 修飾子を選択した場合、フィルタリングする値を選択または指定します。たとえば、修飾子として 
[Service Group] を選択した場合、どの Service Group かを指定します。

ステップ 5 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-14 に、ストリーム再生履歴レポートの例を示します。

図 5-10 ストリーム再生履歴レポート

（注） セッション ID サマリーは各列見出しをクリックしてソートできます。

レポートには、次の項目が表示されます。

 • セッション ID

 • コンテンツ名

 • 開始および終了日時

ステップ 6 特定セッションのストリーム再生履歴を表示するには、セッション ID をクリックします（図 5-11）。

（注） [Trick Mode Capture] がディセーブルの場合、セッション ID はストリーム再生履歴にリンクし

ません。[Trick Mode Capture] をイネーブル化する方法については、「トリック モードのキャ

プチャ」（P.D-5）を参照してください。
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図 5-11 セッション ID のストリーム再生履歴ドリル ダウン

レポートには、次の項目が表示されます。

 • セッション ID

 • セットトップ ボックスの MAC アドレス

 • 切断理由

 • トリック モードを提供した再生サーバのサーバ ID

 • 各再生またはトリック モード操作の日時

 • 各操作の経過時間

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

ステップ 7 このセッションに関連付けられたストリームに関する詳細を参照するには、[Show Stream Data] をク

リックします（図 5-12）。
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図 5-12 ストリーム再生履歴：ストリーム データ

ストリーム データには、次の項目が表示されます。

 • ストリームの詳細（QAM の IP アドレスとポート、およびサービス グループ）

 • コンテンツの詳細（コンテンツ名、取り込み情報、コンテンツを格納しているサーバ ID など）

ストリーム データを非表示にするには、[Hide Stream Data] をクリックします。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

各ストリーム再生履歴レポートの下部は、操作を色にマッピングした凡例です。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 8 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。

b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。
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Cache/Fill 帯域幅

Cache/Fill 帯域幅レポートは、Streamer のコンテンツ キャッシング アクティビティの詳細を表示しま

す。

Cache/Fill 帯域幅レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Cache/Fill Bandwidth] を選択します。図 5-13 に、

Cache/Fill 帯域幅レポートの選択フィールドを示します。

図 5-13 Cache/Fill 帯域幅レポートの選択フィールド

ステップ 2 [Server Array] ドロップダウン リストから、サーバ アレイを選択します。

ステップ 3 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 4 [Server ID] ドロップダウン リストから、Streamer を選択します。

ステップ 5 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-14 に、Cache/Fill 帯域幅レポートの例を示します。
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図 5-14 Cache/Fill 帯域幅レポート

レポートでは、選択した Streamer が使用した 小、 大、および平均帯域幅を表示します。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 6 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。
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b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

ストリームの障害

ストリーム障害レポートには、ストリームの障害数のリストが表示されます。

ストリーム障害レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Stream Failures] を選択します。図 5-15 に、スト

リーム障害レポートの選択フィールドを示します。

図 5-15 ストリーム障害レポートの選択フィールド

ステップ 2 必要に応じてエラー コードを選択します。考えられるエラー コードの説明については、「ストリームの

障害」（P.4-18）の表 4-8を参照してください。

ステップ 3 修飾子を選択します。各修飾子の説明については、表 5-3を参照してください。
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ステップ 4 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 5 時間の詳細を、時別、日別、週別、または月別から選択します。各詳細に許可される 大時間間隔は次

のとおりです。

 • Hourly：31 日間

 • Daily：2 年間

 • Weekly：2 年間

 • Monthly：2 年間

ステップ 6 修飾子を選択した場合、フィルタ値を選択します。

ステップ 7 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-16 に、ストリーム障害レポートの例を示します。

図 5-16 ストリーム障害レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ 

 • 開始日と終了日 

 • 各時間詳細の日付と時刻（時刻は該当する場合のみ）

 • 選択された各時間詳細の障害の総数

ステップ 8 詳細を表示するには、障害リンクの総数をクリックします。ストリーム障害詳細レポートが表示されま

す（図 5-17）。

表 5-3 ストリーム障害の修飾子

修飾子 説明

Service Group 後の手順で選択したサービス グループでレポートをフィルタリングしま

す。

Server ID 後の手順で選択したサーバ ID でレポートをフィルタリングします。
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図 5-17 ストリーム障害の詳細

レポートには、次の項目が表示されます。

 • 障害の日時

 • 失敗したストリームのセッション ID

 • QAM IP アドレス

 • 障害発生時にストリームを送信するサーバ ID

 • サービス グループ

 • エラー コード

レポートは、各列見出しをクリックしてソートできます。

ステップ 9 特定セッションのストリーム再生履歴を表示するには、セッション ID をクリックします。

（注） [Trick Mode Capture] がディセーブルの場合、セッション ID はストリーム再生履歴にリンクし

ません。[Trick Mode Capture] をイネーブル化する方法については、「トリック モードのキャ

プチャ」（P.D-5）を参照してください。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

ステップ 10 このセッションに関連付けられたストリームに関する詳細を参照するには、[Show Stream Data] をク

リックします。

ストリーム データを非表示にするには、[Hide Stream Data] をクリックします。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 11 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。
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b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

コンテンツの使用度

コンテンツ使用度レポートは、コンテンツをファイル名で表示し、人気の順序でランキングします。

コンテンツ使用度レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Content Popularity] を選択します。図 5-18 に、コン

テンツ使用度レポートの選択フィールドを示します。

図 5-18 コンテンツ使用度レポートの選択フィールド

ステップ 2 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [Start Time] および 
[End Time] を選択します。

ステップ 3 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-19 に、コンテンツ使用度レポートの例を示します。
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図 5-19 コンテンツ使用度レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ

 • オプションの修飾子（該当する場合）

 • 開始日と終了日

 • コンテンツ オブジェクト名

 • 指定した期間内にストリーミングされた各コンテンツのストリームの総数

ステップ 4 コンテンツの詳細を表示するには、コンテンツ オブジェクト名をクリックします。コンテンツ詳細レ

ポートが表示されます（図 5-20）。

図 5-20 コンテンツ使用度の詳細

[Close] をクリックして、このウィンドウを閉じます。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 5 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。
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b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

コンテンツ アクティビティ
コンテンツ アクティビティ レポートは、指定したグループ内のすべての Vault に格納されたすべての

コンテンツと、すべての未公開パッケージを表示します。使用可能なレポートは、次のとおりです。

 • 取り込み日別コンテンツ

 • 未公開パッケージ レポート

取り込み日別コンテンツ

取り込み日別コンテンツ レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [Content Activity] をクリックします。コンテンツ アクティビティ選択ページが表示されま

す。

ステップ 2 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Content By Ingest Date] を選択します（図 5-24）。

図 5-21 コンテンツ アクティビティ選択フィールド

ステップ 3 [Array] ドロップダウン リストから、アレイを選択します。
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ステップ 4 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 5 アレイから削除されたコンテンツを含めるには、[Include Deleted] を選択します。含めない場合は、

[Exclude Deleted] を選択します。

ステップ 6 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-25 に、コンテンツ アクティビティ レポートの例を示します。

図 5-22 コンテンツ アクティビティ レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ

 • 開始日と終了日

 • コンテンツ ファイル名

 • 作成日

 • 破棄された日付

ステップ 7 インサービス コンテンツ オブジェクトの詳細を表示するには、コンテンツのファイル名のリンクをク

リックします（図 5-23）。

図 5-23 コンテンツ詳細

[Close] をクリックして、このウィンドウを閉じます。

[Previous Report] をクリックすると、前のページに戻ります。
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（注） [Previous Report] をクリックすると、レポート選択ページに戻るか、または複数ページのレ

ポートでは、レポートの直前のページに戻ります。[Next Report] をクリックすると、レポート

の次のページが表示されます。

ステップ 8 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。

b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

未公開パッケージ レポート

未公開パッケージ レポートを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [Content Activity] を選択します。コンテンツ アクティビティ選択ページが表示されます。

ステップ 2 [Available Reports] ドロップダウン リストから、[Unpublished Package Report] を選択します

（図 5-24）。

図 5-24 未公開パッケージ選択フィールド

ステップ 3 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、レポートの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 4 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。
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図 5-25未公開パッケージ レポートの例を示します。

図 5-25 未公開パッケージ レポート

レポートには、次の項目が表示されます。

 • レポート タイプ

 • 開始日と終了日

 • パッケージ名

 • 作成日

 • 送信元 URL

 • ターゲット URL

 • パッケージに関連付けられたアセットの数

ステップ 5 [New Report] をクリックすると、前のページに戻ります。

ステップ 6 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。

b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

CDSM 監査ログ
CDSM 監査ログは、各設定変更、モニタ対象項目の削除、メンテナンス操作を追跡します。

CDSM 監査ログを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [CDSM Audit logs] を選択します。図 5-26 に、CDSM 監査ログの選択フィールドを示しま

す。
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図 5-26 CDSM 監査ログの選択フィールド

ステップ 2 表示されるドロップダウン リスト、またはカレンダーを使用して、ログの [From Date] および [To 
Date] を選択します。

ステップ 3 [Display] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

図 5-27 に CDSM 監査ログの例を示します。

図 5-27 CDSM 監査ログ

ログには、次の項目が表示されます。

 • 開始日と終了日

 • 実行された操作（セクション記述子）

 • 操作を実行したユーザ

 • 使用されたシステム

 • 操作が実行された日付

ステップ 4 実行された操作の詳細を取得するには、セクション記述子をクリックします。CDSM 監査ログ詳細が

新しいウィンドウに表示されます。[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

ステップ 5 カンマ区切り形式（CSV）ファイルにレポートをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。
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a. Web ブラウザとして Internet Explorer を使用している場合、[Download] をクリックし、

[Save] または [Open] をクリックします。[Save] をクリックすると、[Save As] ダイアログ 
ボックスが表示されます。[Open] をクリックすると、CSV ファイルを開きます。

b. 他の主要な Web ブラウザ（たとえば、Netscape、Firefox、Opera）を使用している場合、

[Download] を右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて [Save Link As]、[Save 
Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。[Save As] ダイアログ ボックスが表

示されます。

アーカイブ データ

（注） CSV ファイルは 24 時間ごとに生成され、30 日より古い場合に削除されます。CSV ファイルは、

/arroyo/asmrpt ディレクトリに移動するか、FTP クライアントを使用して（ユーザ名「asmrpt」、パス

ワード「asmrpt」）、アクセスできます。

モニタリング データは、スプレッドシート プログラムやデータベースなどのソフトウェアで使用する

カンマ区切り形式（CSV）でアーカイブされます。表 5-4 では、さまざまなアーカイブ データについ

て説明します。

アーカイブされたデータ レポートをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [Archived Data] を選択します。[Archived Data] ページが表示されます。

ステップ 2 [Archives] ドロップダウン リストから、アーカイブを選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 3 ダウンロードするレポートの HTTP リンクを右クリックして、使用している Web ブラウザに応じて 
[Save Target As]、[Save Link As]、[Save Link Target As]、または [Save Target As] を選択します。

[Save As] ダイアログボックスが表示されます（図 5-28）。

表 5-4 アーカイブ データ タイプ

アーカイブ 説明

CDSM 監査ログ アーカイ

ブ

システムに加えられた設定変更と変更された日時を示すログ。

コンテンツ レポート 取り込まれたコンテンツのアーカイブ。

ストリーム レポート すべてのストリームのアーカイブ。

ストリーム障害レポート すべてのストリームで発生したトリック モードと再生操作のアーカ

イブ。
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図 5-28 [Save As] ダイアログボックス

ステップ 4 ファイルの場所と名前を選択し、[Save] をクリックします。

ステップ 5 CSV ファイルは gzip（拡張子 .gz）を使用して圧縮されます。gzip 圧縮コードを含む圧縮解除ツール

（Winzip、PowerArchiver 6.1、7-zip など）を使用してファイルを圧縮解除します。

CDSM 監査ログ アーカイブ

CDSM 監査ログ アーカイブには、CDSM 監査ログと同じ情報が含まれます。詳細については、

「CDSM 監査ログ」（P.5-23）を参照してください。

コンテンツ レポート

表 5-5 では、コンテンツ レポート CSV ファイルのフィールドについて説明します。

表 5-5  コンテンツ レポートのアーカイブ フィールド 

フィールド 説明

mGoid グローバル オブジェクト ID。CDS データベースで使用します。

mName コンテンツ ファイルの名前。

mProvider 使用不可。

mCategory 使用不可。

mFactoryId 使用不可。

mOpState 動作状態は使用されず、常に 2（稼動中）になります。

mAdminState 管理状態は使用されず、常に 2（稼動中）になります。

mProvisionForPush プロビジョニングされた FTP のタイプ。値は次のとおりです。

 • 0：FTP プル

 • 1：FTP プッシュ

 • 3：ライブ録画
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ストリーム レポート

表 5-6 では、ストリーム レポート CSV ファイルのフィールドについて説明します。

mURL コンテンツ ファイルの URL。このフィールドは、FTP プルの場合のみ適用さ

れます。

mIngestIpAddress コンテンツ ファイルのダウンロードに使用される Vault の取り込みインター

フェイスの IP アドレス。

mIngestFileSize コンテンツのファイル サイズ（バイト）。

mCreateTime このコンテンツ ファイルが作成された日時。日時は、UNIX エポック時間の

開始からの秒数で表されます。1

mLastModifiedTime このコンテンツ ファイルが 後に修正された日時。日時は、UNIX エポック

時間の開始からの秒数で表されます。1

mDeleteTime このコンテンツ ファイルが削除された日時。日時は、UNIX エポック時間の

開始からの秒数で表されます 1。

mServerId このコンテンツ ファイルのプライマリ ソースである Vault サーバのサーバ 
ID。

mAssetName コンテンツのアセット名（設定されている場合）。

mEncrypted 使用不可。

mRate ファイルの送信レート要件（バイト /秒）。

1. UNIX エポック時間は 1970-01-01T00:00:00Z です。

表 5-5  コンテンツ レポートのアーカイブ フィールド（続き）

フィールド 説明

表 5-6 ストリーム レポートのアーカイブ フィールド 

フィールド 説明

mSessionId ストリームのセッション ID。

mGoid グローバル オブジェクト ID。CDS データベースで使用します。

mTsIdOut 使用不可。

mTsIdIn 使用不可。

mProgramNumber 使用不可。

mBandwidthUsed このフィールドは、ストリーミング モードが ASI に設定されている場合のみ

適用されます。

このストリームオブジェクトに必要なトランスポート ストリームの帯域幅

（バイト）。

mQAMIp ストリームの送信に参加した QAM デバイスの IP アドレス。

IP アドレスは整数として表されます。たとえば、3232235818（10 進数）は 
C0A8012A（16 進数）に変換され、192.168.1.42 に変換されます。

mQAMPort QAM デバイスがストリーム オブジェクトを受信するために使用するポート。

mSetTopMac 使用不可。

mServiceGroup 使用不可。



 

5-28
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-24986-01-J

第 5 章      システム レポート         

アーカイブ データ

ストリーム障害レポート

表 5-7 では、ストリーム障害レポート CSV ファイルのフィールドについて説明します。

ストリーム アクティビティ レポート

ストリーム アクティビティ レポート アーカイブには、指定された 24 時間以内のすべてのストリーム

のすべてのトリック モードおよび再生操作が含まれています。表 5-8 では、CSV ファイルにエクス

ポートされるフィールドについて説明します。

mStartTime ストリームが作成された時間のタイムスタンプ。タイムスタンプは、UNIX エ
ポック時間の開始からの秒数で表されます。1

mLastTime 使用不可。

1. UNIX エポック時間は 1970-01-01T00:00:00Z です。

表 5-6 ストリーム レポートのアーカイブ フィールド（続き）

フィールド 説明

表 5-7 ストリーム障害レポートのアーカイブ フィールド 

フィールド 説明

mSessionId 失敗したストリームのセッション ID。

mKey このレコードの CDS データベース キー。

mServerId ストリームの送信に参加した Streamer のサーバ ID。

mGroupId Streamer が関連付けられているアレイ ID。

mServiceGroup ストリームの送信に参加した Service Group。
mQAMIp ストリームの送信に参加した QAM デバイスの IP アドレス。

IP アドレスは整数として表されます。たとえば、3232235818（10 進数）は 
C0A8012A（16 進数）に変換され、192.168.1.42 に変換されます。

mEventTime イベントが発生した時間のタイムスタンプ。タイムスタンプは、UNIX エポック時

間の開始からの秒数で表されます。1

1. UNIX エポック時間は 1970-01-01T00:00:00Z です。

mOperation ストリームが失敗したときに行っていた操作。例：createStream、LSCP 
Command()、createServant、destroy。これらは、障害発生時の測定ポイントまた

はシステムのトランザクション状態です。詳細については、表 4-8（P.4-19）を参

照してください。

mErrorCode エラー コードは、エラーの原因となったイベントの内容を示します。詳細につい

ては、表 4-8（P.4-19）を参照してください。

mOperand 障害時に操作されていたオペランド。たとえば、StreamID は、障害時にストリー

ムが作成または制御されていた場合のオペランドになります。

mTask 失敗したタスクは、障害時にコール スタックが発生した実行シーケンスのタイプ

を示すイベント カテゴリです。詳細については、表 4-8（P.4-19）を参照してくだ

さい。
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表 5-8  ストリーム アクティビティ レポート フィールド 

フィールド 説明

mSessionId ストリームのセッション ID。

mActionTime ストリーム アクティビティが発生した時間のタイムスタンプ。タイムスタン

プは、UNIX エポック時間の開始からの秒数で表されます。1

1. UNIX エポック時間は 1970-01-01T00:00:00Z です。

mServerId ストリームを提供している Streamer のサーバ ID。

mOpState 動作状態は使用されず、常にゼロ（0）になります。

mStreamState ストリーム状態は使用されず、常にゼロ（0）になります。

mSpeed 速度の方向は、次のとおりです。

 • 1 は再生 

 • 0 は一時停止していない /停止していない 

 • n は n 回の早送り 

 • -n は n 回の巻き戻し

mNptOffset NPT が送信元か宛先かに基づいた、セットトップ ボックス上のストリームの

現在の時点（ミリ秒）。

mDestroyedReason このフィールドは、ストリームが CDS 孤立ストリーム ハンドラによって破

棄された場合のみ設定されます。CDS 孤立ストリーム ハンドラでは、次の 2 
種類の理由のいずれかによる場合のみ、ストリームを破棄します。

 • 孤立セッションが検出された場合

 • LSCP タイムアウトの 大値に達した場合
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この章では、Cisco TV CDS のさまざまなネットワーク トポロジ、CDS サーバのさまざまなネット

ワーク接続、CDS ワーク フロー、およびネットワーク設定の考慮事項について説明します。この章で

説明する内容は、次のとおりです。

 • 「概要」（P.6-1）

 • 「TV CDS トポロジおよび VVI トポロジ」（P.6-2）

 • 「CDS のワークフロー」（P.6-8）

 • 「RTSP 環境の BMS の考慮事項」（P.6-11）

 • 「ネットワーク接続」（P.6-12）

概要
TV CDS により、ケーブル オペレータおよびマルチプル サービス オペレータ（MSO）は、既存の次世

代のデジタル STB で既存の光ファイバ /同軸ハイブリッド（HFC）ネットワーク上のコンシューマ カ
スタマーに VOD および MediaX サービスを提供できるようになります。TV CDS ソリューションは、

ヘッドエンドから HFC ネットワークが終端する配線ハブまでギガビット イーサネット（GE）転送

ネットワークを使用します。

TV CDS は単一のサーバ実装から複数のサーバまでシームレスに拡大します。拡大の継続にともなっ

て、TV CDS ではオペレータがコンテンツの取り込みと管理を集中化したままで、サブスクライバの集

中に対処するために分散サーバを設置できます。

Stream Group は Cisco Cache Control Protocol（CCP）経由でサブスクライバの近くに分散され、中央

の Vault の場所にリンクを戻すことができます。Cisco CCP は自動的にカスタマー エッジ デバイスで

要求された新しいコンテンツを、 大 250 ミリ秒の遅延内で適切なエッジの場所に確実に転送します。

その結果、ほとんどのコンテンツが中央の Vault の場所に格納されていても、すべてのコンテンツが各

エッジ サイトにローカルに見えます。

TV CDS は、ネットワーク トポロジ、ビジネス管理システム（BMS）、およびストリーミング モード

に関してさまざまな設定を提供します。

Vault および Streamer を使用する CDS
Vault および Streamer を使用する TV CDS では、MPEG-2 トランスポート ストリーム（TS）ビデオ

は、関連付けられたトリックモード ファイルとともに Vault に保存されます。コンテンツは、ギガビッ

ト イーサネット ネットワーク上の CCP を使用して、必要に応じて Vault から Streamer に転送されま
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す。コンテンツは Streamer からユニキャスト送信されてギガビット イーサネットまたは非同期シリア

ル インターフェイス（ASI）上の直交振幅変調（QAM）デバイスに配信され、次に HFC プラントで

変調されてサブスクライバ セットトップ ボックス（STB）で表示されます。

ISV を使用する CDS
小規模ネットワーク用として、シスコでは CDS を単一サーバにパッケージする Integrated 
Streamer-Vault（ISV）により、コンテンツ ライブラリは大きいが、ストリーム数は小さい VOD サー

ビスに対するソリューションを提供します。

ISV を使用する TV CDS では、MPEG-2 TS ビデオは、関連付けられたトリックモードファイルととも

に ISV サーバに保存されます。コンテンツはギガビット イーサネット ネットワーク上で ISV からユニ

キャスト送信されて QAM デバイスに配信され、HFC プラントで変調されてサブスクライバ STB で表

示されます。

Caching Node を使用する CDS
大規模ネットワーク用として、シスコでは仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）で Caching Node 
を使用する CDS を提供します。VVI では、Caching Node が Streamer の仲介フィル ソースとなるた

め、Vault から分散トラフィックの大部分が取り除かれます。

TV VVI では、MPEG-2 TS ビデオは、関連付けられたトリックモード ファイルとともに Vault に保存

されます。コンテンツは、ギガビット イーサネット ネットワーク上の CCP を使用して必要に応じて 
Vault から Caching Node に転送されます。コンテンツは、ギガビット イーサネット ネットワーク上の 
CCP を使用して、またはギガビット イーサネット ネットワーク上の HTTP を使用して、必要に応じて 
Caching Node から Streamer に配信されます。コンテンツはギガビット イーサネット ネットワーク上

で Streamer からユニキャスト送信されて QAM デバイスに配信され、次に HFC プラントで変調されて

サブスクライバ STB で表示されます。

TV CDS トポロジおよび VVI トポロジ
TV CDS（Vault および Streamer、または ISV を使用する）および TV VVI（Vault、Caching Node、
および Streamer を使用する）では、集中型、非集中型、およびハイブリッド ギガビット イーサネット 
ネットワーク設計をサポートします。Vault と Streamer の使用により、ストレージがストリーミングか

ら分離されるため、ストリーミング要件は必要に応じて満たすことができ、またストリーミングは複数

の場所間で集中化または分散化できます。Caching Node により、コンテンツの取り込みおよび保存が

コンテンツの配信から分離されるため、柔軟性とネットワーク効率が高くなります。

TV CDS トポロジと TV VVI トポロジは、システム オペレータの発展するニーズに合わせて変更でき

ます。非集中化の必要性が明確になった場合、サービスを中断することなく Streamer または Vault を
リモート ハブに移動できます。VVI では、ネットワーク設計にさらなる柔軟性を提供します。Vault は
国内ネットワークの中央に配置することができ、また使用する AMS または BMS に応じてコンテンツ

を市場（市、州、またはより広い地域）別に分類できます。Caching Node は中央に配置できます。ま

たは、Streamer の配置された地域ネットワーク付近に分散できます。ネットワーク設計で Caching 
Node を使用すると、ネットワーク バックボーンから分散トラフィックが取り除かれます。
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注意 すべてのシスコ サーバは、スイッチを介して接続されます。同じアレイにあるすべての Vault、
CCP Streamer、および Caching Node は、キャッシュ インターフェイスを介してハートビート メッ

セージを交換します。そのため、キャッシュ トラフィックの配信に関与するスイッチ間の帯域幅が

十分なことを確認すること、また、すべてのキャッシュ インターフェイス上で同じ集約トラフィッ

ク量をサポートしていることが重要です。

（注） 1 台のサーバが Vault および Streamer 機能を持つ ISV を使用するときは、可能なトポロジのみが集中

化されます。

集中型トポロジ

集中型トポロジでは、Vault および Streamer サーバの両方が、単一のビデオ ヘッドエンドまたはリ

モート ハブのいずれかに配置されます。これは、非常に小さな起動システムや大量の帯域幅を使用で

きる場合などの特定の状況では適切なソリューションです。集中型トポロジには、1 箇所の物理的な場

所に装置を配置することで、運用コストを削減する利点があります。図 6-1 に、Vault と Streamer の集

中型トポロジについて説明します。

図 6-1 Vault と Streamer を使用する集中型トポロジ

図 6-2 に、ISV の集中型トポロジについて説明します。

図 6-2 ISV を使用する集中型トポロジ
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図 6-3 に、VVI の集中型トポロジについて説明します。

図 6-3 Caching Node を使用する集中型トポロジ

非集中型トポロジ

非集中型トポロジは、ヘッドエンド サイトと複数のハブ サイト間のハブ アンド スポーク トポロジで

す。Vault サーバはヘッドエンドに配置され、Streamer サーバはハブ サイトにあります。VVI の場合、

非集中型トポロジでは、Vault はヘッドエンドに配置され、Caching Node は中間サイトに、また 
Streamer はハブ サイトに配置される 3 段のアプローチを提供します。非集中型トポロジは、サブスク

ライバの近くの Streamer Group 分散で適切に機能します。非集中型トポロジには、必要となる長距離

ファイバ転送帯域幅の量を通常 10 分の 1 以下に減らす利点があります。図 6-4 に、非集中型トポロジ

について説明します。

図 6-4 非集中型トポロジ
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図 6-5 に、Caching Node を使用する非集中型トポロジについて説明します。

図 6-5 Caching Node を使用する非集中型トポロジ

ハイブリッド トポロジ

ハイブリッド トポロジでは、Vault サーバとバックアップ Streamer サーバはヘッドエンドに配置され、

アクティブ Streamer はリモート ハブ サイトにあります。リモート ハブ サイトがダウンすると、ヘッ

ドエンドにある Streamer が引き継ぎます。ハイブリッド トポロジは、実装されているシステムのニー

ズに基づいて、集中型および非集中型トポロジの利点を混ぜ合わせます。図 6-6 に、ハイブリッド ト
ポロジについて説明します。
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図 6-6 ハイブリッド トポロジ

図 6-7 に、Caching Node を使用するハイブリッド トポロジについて説明します。

図 6-7 Caching Node を使用するハイブリッド トポロジ

TV VVI 管理

TV VVI では、集中および分割ドメインの 2 種類の管理が提供されます。

CDS では、Streamer は他のグループの Streamer と通信できません。VVI では、他のグループの 
Streamer 同士は必要に応じて互いに通信できます。
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すべての Vault、Streamer および Caching Node はアレイ ID、グループ ID とサーバ ID で識別されま

す。CDSM GUI では、アレイ ID は、同じシステムの一部であるサーバを識別します。グループ ID 
は、同じグループ（Vault Group、Cache Group、および Stream Group）の一部であるサーバを識別し

ます。また、サーバ ID はサーバを識別する一意の番号です。表 6-1 に、CDSM GUI ID の名前と、

setupfile および .arroyorc ファイル内の CServer 名とのマッピングを示します。

（注） VVI は、RTSP 環境、ならびに Shared Content Store 機能および CCP Streamer を使用する ISA 環境で

使用できます。

集中管理

集中管理では、1 つの Virtual Video Infrastructure Manager（VVIM）を使用して、VVI の Vault、
Caching Node、および Streamer を管理します。

分割ドメイン管理

分割ドメイン管理では、1 つの VVIM を使用して Vault および Caching Node のドメインを管理し、別

のマネージャである Stream Manager を使用して Streamer の各ドメインを管理します。Stream 
Manager はポート 80 経由で VVIM と通信します。ポート 80 が通信のために開いていない場合、マ

ネージャは相互に通信できず、設定を VVIM からダウンロードされた情報から Stream Manager にアッ

プロードする必要があります。

Caching Node と Streamer 間の通信に HTTP を使用する Split-Domain VVI、および RTSP 環境で CCP 
を使用する Split-Domain VVI では、各ドメインのデータベースは別々です。各データベースに保存さ

れている情報は、他のドメインのサーバと共有されません。

Caching Node と Streamer 間の通信に CCP を使用する Split-Domain VVI のある ISA 環境では、デー

タベースが Vault/Cache ドメインと Stream ドメイン内のすべてのサーバ間で複製されます。VVI では、

CCP Streamer を使用する場合に異なる Cache Group と Stream Group 間の相互通信が可能なため、

サーバ ID およびグループ ID はシステム全体で一意である必要があります。

（注） 分割ドメイン管理は、Shared Content Store 機能および CCP Streamer を使用する RTSP 環境および 
ISA 環境でサポートされます。

表 6-1 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid
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CDS のワークフロー
コンテンツは Vault アレイに取り込まれて保存されます。Vault アレイは 2 つ以上の Vault Group で構

成され、さらに Vault Group はイーサネット ネットワークの複数の場所にわたって共存または分散され

ている 2 つ以上の Vault で構成されます。コンテンツの取り込みは、サブスクライバ要求に基づいて、

また、スケジュールまたは barker チャネル コンテンツに基づいて、バックオフィスによって開始され

ます。オペレータが開始する手動取り込み機能もオプションとして提供されています。

（注） リリース 2.2.1 では、30 GB の大きさのコンテンツ ファイルの取り込み、トリックプレイ作成、および

ストリーミングをサポートするための DVD アセットとビデオ アセットを区別する機能をサポートしま

す。コンテンツ ファイルは、複数の日にまたがることができます。

コンテンツが Vault に取り込まれると、必要なトリックモード ファイルが作成されます。次に、コンテ

ンツおよびトリックモード ファイルは、同じ Vault 内または Vault アレイ全体にミラーリングされま

す。コンテンツの複製は、Vault に障害が発生した場合のデータ リカバリを可能にします。

コンテンツは、サブスクライバの VOD コンテンツの要求を満たすための Streamer からのキャッシュ

フィル コールへの応答として、Vault アレイから Streamer アレイに配信されます。また、コンテンツ

は、スケジュールされたまたは barker ストリーム コンテンツの実行への応答としてネットワーク全体

に配信されます。

VVI が導入されると、コンテンツは Streamer からのキャッシュフィル コールへの応答として Vault 
Group から Cache Group に配信されます。Caching Node については、「Caching Node のワーク フ
ロー」（P.6-9） で詳しく説明します。

Streamer アレイ内には、1 つ以上の Stream Group があります。この項では、Stream Group がサブスク

ライバ STB にストリームを配信する方法について説明します。

（注） すべてのサーバを異なるサブネットワークに配置することができます。ただし、バックオフィスの制限

により、外部化された IP アドレスは同じサブネットワークにあるサーバ間で移行するように制限され

ます。これはインタラクティブ サービス アーキテクチャ（ISA）環境のコンテンツ ストア サーバは同

一サブネットにある Vault 間のみを移行でき、Setup および Control サーバは同一サブネットにある 
Streamer 間のみを移行できることを意味します。

Streamer のワークフロー

Stream Group は、指定された QAM デバイス、続いて特定のサービス グループを扱うように設計され

た Streamer の設定可能なグループです。セッション設定および制御の観点から、Stream Group には次

の 3 種類の論理サーバがあります。

 • Setup サーバ

 • Control サーバ

 • Play サーバ

Setup および Control サーバはプライマリおよびバックアップ サーバの両方を持ちます。バックアップ 
サーバは単に状態を維持するのに対し、プライマリ サーバはすべてのメッセージを処理します。プラ

イマリ サーバが到達不能な場合、バックアップ サーバが制御を引き継ぎ、別のバックアップ サーバを

作成します。したがって、設定および制御のためにプライマリおよびバックアップ サーバのペアが常

にあります。Play サーバにはバックアップ サーバがありません。ただし、Control サーバは既存の 
Play サーバに障害が発生した場合に新しい Play サーバを選択します。
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（注） プライマリおよびバックアップ サーバの両方を持つ機能は Stream Group の Streamer の数によって異

なります。

Setup および Control サーバ IP アドレスは設定可能です。ISA 環境では、Setup IP アドレスは、Stream 
Master IP アドレスと同じです。RTSP の場合、Setup サーバおよび Control サーバは同じサーバである

必要があります。ISA および RTSP の両方の環境で、Stream Service は Stream Group の Streamer を 
Setup サーバに選択し、別の Streamer（同じ Streamer の場合もあり）を Control サーバに選択します。

Setup サーバ

Setup サーバとして指定された Streamer はバックオフィスとインターフェイスし、宛先サービス グ
ループに割り当てられている適切な Stream Group に設定メッセージを転送します。バックオフィス 
サーバと共存する Stream Group の 1 つの Streamer は、プライマリ Setup サーバとして割り当てられま

す。Setup サーバはバックオフィスから設定要求を受信し、サービス グループをマッピングします。

Setup サーバは、Control サーバの IP アドレスを返し、STB はこれに続く制御メッセージをこの IP ア
ドレスに発行します。

Control サーバ

Control サーバは、特定の Streamer に要求を割り当て、ストリームの状態（たとえば、コンテンツの接

合境界、メンテナンスの浸透、またはサーバ障害）の変化に基づいて Streamer 間でダイナミックにス

トリームを移行します。Stream Group の 1 台のサーバがプライマリ Control サーバとして割り当てら

れます。Control サーバは ISA 環境の Lightweight ストリーム制御プロトコル（LSCP）プロキシおよ

び RTSP 環境のリアルタイム ストリーミング プロトコル（RTSP）プロキシを実行します。

バックオフィスから受信したすべての設定メッセージそれぞれに対して CCP メッセージが生成されて 
Control サーバに送信されます。初期設定要求内で Control サーバは設定パラメータを受信しますが、

Play サーバを選択しません。STB からの制御メッセージが受信されると、Control サーバは Stream 
Group 内の Play サーバ候補からパフォーマンス情報（たとえば、サーバ ロード）を取得し、 適な候

補に CCP メッセージを送信します。後続の制御メッセージは、STB からであろうと Setup サーバから

であろうと、選択された Play サーバに転送されます。

Play サーバ

Play サーバは、ストリームの再生に割り当てられた Streamer です。この Streamer は、コンテンツを 
RAM、ローカル ディスク、または Vault のいずれかに取得して、ストリームのサービスの配信を確実

に保証します。Stream Group の各 Streamer は Play サーバになる可能性のある候補です。

Caching Node のワーク フロー

Cache Group は指定された Stream Group にコンテンツを配信する Caching Node の設定可能なグルー

プです。コンテンツ要求が Streamer によって受信されると、Streamer はまずコンテンツがローカル

（同一 Stream Group の DRAM、ディスク キャッシュ、および Streamer など）に保存されているかど

うかを確認します。Streamer のコンテンツは常に も一般的なコンテンツのため、ユーザ要求は通常

ローカル ストレージから配信されます。

Streamer はローカルに見つからないコンテンツに対してリモート サーバにキャッシュフィル コールを

送信します。リモート サーバは、他の Stream Group の Streamer、Cache Group の Caching Node、ま

たは Vault Group の Vault である可能性があります（Vault Redundancy がイネーブルである必要があり
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ます）。選択されたキャッシュフィル ソースが、別の Streamer、Caching Node、または Vault のいずれ

であるかは、ネットワーク容量とフィルソース容量（ディスクおよびメモリ）、およびサーバのそのグ

ループに設定された優先順位に基づいています。Caching Node は、コンテンツが現在キャッシュされ

ていないことを示すメッセージで要求に対して応答できますが、Caching Node が問い合わせできる

フィル ソースは他にも存在します（他の Cache Group の Caching Node、および Vault）。

Caching Node は Vault との通信に CCP を使用し、Streamer との通信には CCP または HTTP を使用し

ます。

（注） RTSP 環境は VVI の場合 HTTP だけをサポートするのに対し、ISA 環境は CCP だけをサポートしま

す。

HTTP Streamer

HTTP は、Caching Node と Streamer 間の通信に使用できます。HTTP Streamer は、フィル ソースを

検索してコンテンツをプルするためにプロキシと通信します。

検索サービスは、Caching Node と Vault のグループのプロキシとして機能します。サービスには、

Caching Node でホストされる可用性の高い仮想 IP アドレスを使用してアクセスします。仮想 IP アド

レスは、フィル ポート（Locate Port）にバインドされています。

HTTP Streamer は、プロキシ サービス（検索サービスのあるサーバ）への HTTP GET 要求によってコ

ンテンツを要求します。プロキシ サーバは拡張 CCP を使用して、自身のストレージとピアのフィル 
ソース（同じグループのサーバ）にコンテンツがあるか確認します。コンテンツがある場合、 適な

ソースが容量に基づいて選択され、リダイレクト応答が選択したサーバに送信されます。コンテンツが

ない場合、キャッシュフィル要求がリモート サーバに送信されます。

HTTP Streamer にコンテンツを送信するために 適なサーバが選択されると、そのサーバの単一の

キャッシュフィル ポートがコンテンツの HTTP 転送用に選択されます。これは、コンテンツを配信す

るために潜在的にすべてのキャッシュフィル ポートを使用できる CCP の転送とは異なります。

HTTP Locate Port
Locate Port サービスは復元力に関して Setup および Control サーバに似ています。Locate Port サービ

スのプライマリ サーバには、インターフェイスにバインドされた Locate Port IP アドレスがあります。

バックアップ サーバは、プライマリに障害が発生した場合はプライマリになります。

ピア Caching Node は HTTP Locate Port Service をホストする機能に関してピア Caching Node 間でア

ドバタイズします。これには、プライマリ、バックアップ、使用可能、および使用不可の状態が含まれ

ます。使用可能とは、Caching Node が必要に応じてプライマリまたはバックアップになれることを意

味します。使用不可とは、サーバがサービスをホストできないことを意味します。HTTP Locate Port 
の場合、これはサービスに使用可能なネットワーク ポートがないことを通常意味します。

Caching Node の専用ネットワーク ポートは、HTTP Locate Port サービスにだけ使用されます。プライ

マリ サーバは専用ネットワーク ポートのリンク ステータスに基づいてサービス可用性を決定します。

ネットワーク ポートがリンク ステータスを失うとサービスのフェールオーバーが発生します。リンク

が再確立されると、サーバは使用可能になります。

CCP Streamer

CCP Streamer は CCP を Caching Node との通信に使用します。HTTP Streamer の Locate Port に割り

当てられたプロキシ アドレスは使用しません。CCP Streamer は、フィル ソース全体で locate 要求を

ロード バランシングします。

Streamer または Caching Node はプロキシ サーバから locate-and-request メッセージを送信します。プ

ロキシ サーバは、要求を満たすために 適なソースにメッセージを送信します。
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コンテンツを必要とする Streamer または Caching Node は、 初にピア ソース（同じグループ内の

サーバ）に照会します。Streamer はローカル Streamer にも照会し、コンテンツが見つからない場合

は、次にリモート ソースへの要求が送信されます。リモート ソースは優先順位のリストに基づいて照

会されます。ソースはグループ化され、優先順位が各グループに割り当てられます。

Vault のワーク フロー

Vault は次の 3 つの異なる方式を使用してコンテンツを取り込みます。

 • FTP プル

 • FTP プッシュ

 • UDP 上での MPEG-2 トランスポート ストリームのライブ キャプチャ

FTP プルでは、元のコンテンツは FTP サーバ（キャッチャー）に一定期間保持され、正常に取り込み

が完了するまで取り込みを再開するメカニズムがあります。

FTP プッシュでは、ライブ（ブロードキャスト）フィードを処理してデータを Vault にプッシュするデ

バイスによってデータのウィンドウのみがバッファされます。

UDP のライブ キャプチャでは、Vault はライブ マルチキャスト フィードを直接キャプチャします。

RTSP 環境の BMS の考慮事項
TV CDS は、Tandberg OpenStream などのビジネス管理システム（BMS）で使用されるインタラク

ティブ サービス アーキテクチャ（ISA）、および ARRIS nABLE などの BMS で使用される RTSP、な

らびに ISA と RTSP の両方を組み合わせた環境と統合します。BMS は TV CDS のロールおよび責任を

決定します。

nABLE 統合

nABLE BMS は、nABLE 本社（HQ）およびリアルタイム（RT）コンポーネントと CDS 間の通信に、

ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）上の Extensible Markup Language（XML）および RTSP 
を組み合わせて使用します。HQ は、XML/HTTP を使用して Vault サーバにファイル関連要求を伝達

し、またサーバ ステータス情報要求を Streamer および Vault サーバの両方に伝達します。RT は、複数

の交換可能な VOD フロー（RTSP または DSM-CC）のセッション設定を確立するために RTSP 経由で 
Streamer サーバと通信します。

（注） 現在、nABLE BMS との統合のための CDS 設定は、Cisco フィールド エンジニアによって行われま

す。CDS の nABLE BMS との統合の詳細については、シスコのテクニカル サポート担当者にお問い合

わせください。

図 6-8 に、CDS が nABLE BMS と統合する方法について説明します。
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図 6-8 nABLE BMS への TV CDS の統合

ネットワーク接続
Vault および Streamer を使用する TV CDS、ISV を使用する TV CDS、および Caching Node を使用す

る TV VVI のネットワーク接続はすべて異なるネットワーク接続です。表 6-2 に、各 CDS サーバに必

要な異なるインターフェイスを示します。インターフェイスは次の項で説明します。図 6-9 に、Vault 
および Streamer を使用する TV CDS について説明します。図 6-10 に、ISV を使用する TV CDS につ

いて説明します。図 6-11 に、Caching Node を使用する TV VVI について説明します。

（注） 表 6-2 に、各 CDS サーバに必須のインターフェイスを示します。HTTP Streamer を VVI で使用する場

合、各 Caching Node には、Locate インターフェイスに指定された 1 台のインターフェイスが必要で

す。Stream Control はオプションのインターフェイス機能です。詳細については、「インターフェイス

の設定」（P.3-58）を参照してください。

表 6-2 CDS インターフェイス

インターフェイス Vault Streamer ISV
Caching 
Node

管理 1 1 1 1

取り込み 1 — 1 —

キャッシュ 1 ～ 8 1 ～ 13 1 ～ 41

1. ISV のキャッシュ インターフェイスは、ISV 間のコンテンツ ミラーリングに使用されます。

1 ～ 12
ストリーム — 1 ～ 13 1 ～ 4 —
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図 6-9に、Vault および Streamer で構成される CDS のさまざまな論理ネットワークを示します。取り

込みネットワークは FTP ステージング サーバまたは FTP キャッチャー経由でコンテンツ ソースから

コンテンツを受信し、コンテンツは Vault によって取り込まれます。管理ネットワークは CDSM と 
BMS 間の通信、ならびに Vault、Streamer QAM デバイス、および STB との通信で構成されます。

キャッシュ ネットワークは Streamer および Vault で構成されます。

図 6-9 Vault および Streamer ネットワーク接続

図 6-10 に、ISV で構成される CDS のさまざまな論理ネットワークを示します。取り込みネットワー

クは FTP ステージング サーバまたは FTP キャッチャー経由でコンテンツ ソースからコンテンツを受

信し、コンテンツは ISV によって取り込まれます。管理ネットワークは CDSM と BMS 間の通信、な

らびに ISV、QAM デバイス、および STB との通信で構成されます。
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図 6-10 ISV ネットワーク接続
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図 6-11 に、VVI のさまざまな論理ネットワークを示します。取り込みネットワークは FTP ステージン

グ サーバまたは FTP キャッチャー経由でコンテンツ ソースからコンテンツを受信し、ここでコンテン

ツは Vault によって取り込まれます。管理ネットワークは CDSM と BMS 間の通信、ならびに Vault、
Streamer、Caching Node、QAM デバイス、および STB との通信で構成されます。

図 6-11 VVI ネットワーク接続

取り込みインターフェイス

取り込みインターフェイスは 1 Gbps の 大レートでコンテンツ プロバイダーからの FTP トラフィッ

クを取り込みます。Vault サーバが BMS から管理インターフェイスを使用してコンテンツに関する 
URL 情報を受信すると、取り込みインターフェイスは、（1）FTP クライアントとして動作することで 
FTP トラフィックを受信するか、（2）FTP サーバとして動作する要求を受け取り次第ライブ データを

受信します。

スイッチング ファブリック全体のすべての取り込みトラフィックを隔離するためにレイヤ 2 のパケッ

ト転送を使用するときは、ポートベース VLAN の使用を推奨します。
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管理インターフェイス

管理インターフェイスは、SNMP 経由でネットワーク管理システム（NMS）と、ISA コマンドと 
RTSP 経由で BMS と通信し、また、同じアレイ内のすべての Vault、Caching Node と Streamer とも通

信します。同じアレイのサーバ間で共有される情報は次のとおりです。

 • ホスト サービス情報

 • ドメイン ネーム システム（DNS）サービス情報

 • QAM ゲートウェイ情報

 • すべての ISA 情報

管理トラフィックは少量です。ただし、レイヤ 2 パケット転送を使用するときは、重要な管理通信を確

実に配信するためにポートベース VLAN を使用することを推奨します。

キャッシュ インターフェイス

CCP はキャッシュ インターフェイスを Vault、Caching Node、および Streamer で使用して同じアレイ

のサーバに次のデータを送信します。

 • Streamer に送信されるコンテンツ

 • Vault 間でミラーリングされるコンテンツ 

 • すべての CDS サーバ間で交換されるパフォーマンスの 適化に使用する情報を含むメッセージ

（注） すべての Cisco CDS サーバはスイッチ ファブリックを介して接続されます。同じアレイにあるすべて

の Vault、Caching Node、および Streamer は、キャッシュ インターフェイスを介してハートビート 
メッセージを交換するため、キャッシュ トラフィックの配信に関与するスイッチ間の帯域幅が十分な

ことを確認すること、また、すべてのキャッシュ インターフェイス上で同じ集約トラフィック量をサ

ポートしていることが重要です。

レイヤ 2 パケット転送をキャッシュ トラフィックに使用するときは、ポートベース VLAN の使用を推

奨します。

キャッシュ /ストリーム インターフェイス

Streamer サーバのキャッシュ /ストリーム インターフェイスはキャッシュおよびストリーミング トラ

フィックの両方に使用できます。各トラフィック タイプに指定されているインターフェイスの数は設

定可能です。インターフェイスがキャッシュおよびストリーミング トラフィックの両方に設定されて

いる場合、キャッシュ トラフィックが他のインターフェイスで送信できるのであれば、高帯域幅スト

リーム トラフィックが優先されます。

レイヤ 2 パケット転送をキャッシュおよびストリーム トラフィックに使用するときは、ポートベース 
VLAN の使用を推奨します。

ストリーミング インターフェイス

ストリーミング インターフェイスは、QAM デバイスを経由して MPEG-2 トランスポート ストリーム

で構成されるストリーミング トラフィックを STB に配信します。



 

6-17
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

第 6 章      ネットワーク デザイン

ネットワーク接続

インターフェイスがストリームおよびキャッシュ トラフィックの両方に設定されており、ジャンボ フ
レームがキャッシュ トラフィックに対してイネーブルであるにもかかわらず、ジャンボ フレーム機能

がストリーム トラフィックに対してイネーブルでない場合は、キャッシュ トラフィックがジャンボ フ
レームを使用するにもかかわらず、ストリーム トラフィックは 1500 バイトのパケットを使用します。
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システム メンテナンス

この章では、システム ソフトウェアのアップデート、サービスの再起動、Vault および Streamer サー

バのシャットダウンを含む、共通管理作業の実行方法について説明します。この章は、次の内容で構成

されています。

 • 「ユーザ アクセス」（P.7-2）

 • 「サーバ メンテナンス」（P.7-5）

 • 「サービスの再起動」（P.7-9）

 • 「ソフトウェア メンテナンス」（P.7-9）

 • 「マニュアル」（P.7-13）

（注） 分割ドメイン管理で仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）がイネーブルの場合、Vault または 
Caching Node に関連付けられた CDSM ページは VVI Manager（VVIM）にだけ表示され、Streamer 
に関連付けられた CDSM ページは Stream Manager にだけ表示されます。詳細については、「仮想ビデ

オ インフラストラクチャ」（P.D-6）を参照してください。

（注） この章で説明する機能を実行する読み取り /書き込み権限が必要です。

注意 この章で説明する機能の多くは、CDS サーバをリブートする必要があります。Vault サーバをリ

ブートすると、ストリーム サービスは中断されませんが、現在の取り込みは失敗します。CDS に
ストリーム フェールオーバー機能が含まれていない場合、Streamer をオフロードせずにリブートす

ると、すべてのストリーム サービスが中断されます。可能であれば、システムにアクティブに接続

されているユーザ数が 小である間に、システムの再起動が必要な機能を実行する必要があります。
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ユーザ アクセス
CDS は次のネットワーク構成のいずれかで構成されます。

 • 1 台以上の Vault サーバ、1 台以上の Streamer サーバ、および 1 台の CDSM

 • 1 台以上の ISV サーバおよび 1 台の CDSM

CDS のすべてのコンポーネントは CDSM で一括して設定、モニタおよび管理されます。CDSM は独

自のサーバ上で動作するブラウザベースのインターフェイスです。ただし、CDSM 機能を含む ISV シ
ステムもあります。

CDS は、次の 3 つのレベルのユーザ アクセスを提供します。

 • Read only アクセスでは、設定とモニタリング機能への表示アクセスのみを提供します。

 • Read/write アクセスでは、設定を変更し、システムのすべての状態をモニタできる機能を提供しま

す。また、Read/write アクセス権を持つユーザは、CDS でソフトウェア アップグレードを実行

し、サーバを再起動し、サービスを再起動できます。

 • Master アクセスには、Read/write レベルのすべての権限があり、別のユーザのアクセス レベルを

追加、削除、および変更できます。

 • Engineering アクセスは、CDS 診断用およびインストール時に CDS を初期化するときに主に使用

されます。CDS の設定後、日常の操作に Engineering アクセス レベルのユーザは必要ではありま

せん。

1 人の組み込みユーザ「admin」には、Master ユーザ機能が与えられています。これは、新しいシステ

ムに存在する唯一のユーザです。

ユーザ設定

CDS は Master レベルのアクセス権限を持つ 1 人の組み込みユーザ「admin」を提供します。このユー

ザは削除できません。Master ユーザはさまざまなアクセス レベルを持つ別のユーザを追加できます。

ユーザを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Users] > [Add User] を選択します。[Add User] ページが表示されます。

ステップ 2 表 7-1の説明に従って、フィールドに入力します。

ステップ 3 [Add User] をクリックして、このユーザを追加します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

表 7-1 [Add User] フィールド

フィールド 説明

New User ユーザ ログイン ID。ユーザ名は 25 文字以内にする必要があります。米国規格協会

（ANSI）文字セットから、任意の 7 ビット文字を使用できます。

Password ユーザ ログイン名に関連付けられたパスワード。パスワードは 5 文字以上にする必要

があります。 大は 20 文字です。

Access ドロップダウン リストから適切なアクセス レベルを選択します。アクセス レベルの説

明については、この項「ユーザ アクセス」（P.7-2）の 初の部分を参照してください。
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ユーザ設定の編集

ユーザ パスワードとアクセス レベルを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Users] > [Edit User] を選択します。[Edit User] ページが表示されます。

ステップ 2 [Action] ドロップダウン リストから、[Change Password] または [Change Access] を選択します。

ステップ 3 [User Name] ドロップダウン リストから、ユーザ名を選択します。

ステップ 4 新しいパスワードを入力するか、必要に応じてアクセス権限を選択します。これらのフィールドの説明

については、表 7-2 を参照してください。

ステップ 5 [Submit] をクリックして変更を保存します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

ユーザの削除

ユーザ リストからユーザを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Users] > [Edit User] を選択します。[Edit User] ページが表示されます（図 7-1（P.7-4））。

ステップ 2 [Action] ドロップダウン リストから、[Delete User] を選択します。

ステップ 3 [User Name] ドロップダウン リストから、ユーザを選択します。

ステップ 4 ユーザを削除するには、[Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

ユーザ設定の表示

すべてのユーザ設定を表示するには、Master アクセス レベルでログインする必要があります。

[Maintain] > [Users] > [View Users] を選択します。[View Users] ページが表示されます。

表 7-2 [Edit User] フィールド

フィールド 説明

New Password ユーザ ログイン名に関連付けられたパスワード。範囲は 5 ～ 20 文字です。

Access ドロップダウン リストから適切なアクセス レベルを選択します。アクセ

ス レベルの説明については、この項「ユーザ アクセス」（P.7-2）の 初の

部分を参照してください。



 

7-4
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド

OL-24986-01-J

第 7 章      システム メンテナンス         

ユーザ アクセス

ユーザのデフォルト設定の変更

[User Default Settings] ページでは、CDSM にログインするたびにユーザの設定が呼び出されるよう

に、[Media Scheduler] ページの設定を指定できます。Master レベルのアクセス権限を持っている場合

は、すべてのユーザの設定を指定できます。メディア スケジューラの詳細については、「Media 
Scheduler の設定」（P.3-49）を参照してください。

ユーザのデフォルト設定を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Users] > [User Default Settings] を選択します。[User Default Settings] ページが表示さ

れます。

ステップ 2 [Select User] ドロップダウン リストから、ユーザを選択します。[User Default Settings] ページがリフ

レッシュされ、ユーザ設定が表示されます（図 7-1）。

図 7-1 [User Default Settings] ページ

ステップ 3 ページの [Media Scheduler Preferences] セクションで、必要に応じて選択します。フィールドの説明に

ついては、表 7-3 を参照してください。
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ステップ 4 ページの [Media Scheduler] セクションの [Input Channels Displayed] で、スケジュールするチャネル

のチェックボックスをオンにするか、[Select All] チェックボックスをオンにしてすべてのチャネルを

選択します。

ステップ 5 Master レベルのアクセス権限があり、すべてのユーザにこのページのユーザ デフォルト設定を適用し

たい場合は、[Apply To All Users] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 変更を保存するには、[Save] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

サーバ メンテナンス
[Server Maintenance] ページでは、メンテナンス用にサーバをオフロードおよびシャットダウンする機

能と、サーバをシャットダウンせずに再起動する機能を提供します。[Server Maintenance] ページに

は、次の項目が含まれます。

 • サーバの再起動

 • サーバのシャットダウン

 • サーバのオフロード

 • システムしきい値の設定

サーバの再起動

注意 アクティブな取り込みおよびストリームが存在する間に Vault または Streamer サーバを再起動する

と、現在の取り込みおよびストリームが失敗します。

サーバの再起動は単純に装置をシャットダウンし、インストールされたバージョンのソフトウェア イ
メージを使用して再起動します。このアクションは、装置の電源をオフにしません。

表 7-3 Media Scheduler Preferences

フィールド 説明

Action on 
Recurring 
Schedules

[Preserve Exiting Schedules] または [Overwrite Existing Schedules] のいずれかを選

択します。このオプションは、ユーザが生成したスケジュールのみを対象にしてお

り、アップロードした電子番組ガイド（EPG）データは対象外です。

[Preserving Existing Schedules] は、ユーザが選択した日付およびチャネルに現在ス

ケジュールされているすべてのコンテンツを維持し、空のタイム スロットのみを入

力します。[Overwrite Existing Schedules] は、ユーザが選択した日付およびチャネ

ルに現在スケジュールされているすべてのコンテンツを上書きします。

Package Name 
Generation

アップロードされた EPG ファイルから作成されたイベントをスケジュールすると、

メディア スケジューラはチャネル名、タイトルの要約、および単語「package」を組

み合わせたパッケージ名を作成します。パッケージ名がすでに存在する際に、新し

いパッケージ名を自動生成する場合は、[Enable] を選択すると、開始時刻がパッ

ケージ名に追加されます。パッケージ名がすでに存在し、Metadata Editor を使用し

てパッケージ名を作成する場合は、[Disable] を選択します。
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サーバを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Servers] > [Server Restart] を選択します。[Server Restart] ページが表示されます。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。サーバ タイプと ID、およびアレイ ID が表示されます。

ステップ 3 [Restart] ドロップダウン リストから、[Yes] を選択し、[Submit] をクリックします。

サーバのシャットダウン

注意 アクティブな取り込みおよびストリームが存在する間に Vault または Streamer サーバをシャットダ

ウンすると、現在の取り込みおよびストリームが失敗します。

シャーシの電源ボタンを使用して装置の電源をオフにすることによるシャットダウンは、シャットダウ

ン時のシステム ステータスを含む設定情報の破損につながる可能性があるため、推奨しません。

CDSM を使用したシャットダウンおよび再起動を推奨します。[Server Shutdown] は、選択した装置を

シャットダウンし、電源をオフにします。

サーバをシャットダウンし電源をオフにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Servers] > [Server Shutdown] を選択します。[Server Shutdown] ページが表示されます。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。サーバ タイプと ID、およびアレイ ID が表示されます。

ステップ 3 [Shutdown] ドロップダウン リストから、[Yes] を選択し、[Submit] をクリックします。

サーバのオフロード

[Server Offload] ページにより、サーバのオフロードをイネーブルまたはディセーブルにできます。

[Server Offload] がサーバでイネーブルになっている場合、サーバは新規のプロビジョニングを拒否す

るように設定されます。つまり、Vault 上での新規の取り込みや、Streamer 上での新規のストリームを

許可しません。

[Server Offload] をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Servers] > [Server Offload] を選択します。[Server Offload] ページが表示されます。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。サーバ タイプと ID、およびアレイ ID が表示されます。

ステップ 3 [Enable] を選択し、[Submit] をクリックします。

[Server Offload] をイネーブルにした後は、現在のトラフィック アクティビティをモニタできます。

サーバのオフロードが完了すると、ソフトウェアをアップデートできます。Vault サーバのアクティビ

ティを表示するには、「コンテンツ オブジェクトのモニタリング」（P.4-4）を参照してください。
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Streamer のアクティビティを表示するには、「ストリームオブジェクトのモニタリング」（P.4-13）を参

照してください。サーバが ISV の場合、ソフトウェアをアップデートする前に、アクティビティがコ

ンテンツ オブジェクトとストリーム オブジェクトの両方で完了していることを確認します。

（注） [Server Offload] 設定は、システムをリブートしても変わりません。

サーバ オフロード：ディセーブル

ソフトウェア アップグレードまたはメンテナンスが完了した後は、サーバがシステムに再び組み込ま

れるように、サーバのオフロードをディセーブルにする必要があります。

[Server Offload] をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Servers] > [Server Offload] を選択します。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。サーバ タイプと ID、およびアレイ ID が表示されます。

ステップ 3 [Disable] を選択し、[Submit] をクリックします。

システムしきい値の設定

[System Thresholds] ページでは、CDS リソースの損失と使用率に対するしきい値を設定し、CDS サー

ビスのモニタリングをイネーブルまたはディセーブルにできます。ページの [Performance Parameters] 
セクションにしきい値があります。ページの [System Services] セクションで、特定のサービスのモニ

タリングをイネーブルまたはディセーブルにできます。モニタするシステム サービスを表示するには、

「サービス モニタ」（P.4-33）を参照してください。表 7-4 に、[Performance Parameters] セクションの

各しきい値と、各しきい値がモニタされる場所を示します。

システムのしきい値を設定し、システム サービスをイネーブルまたはディセーブルにするには、次の

手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Servers] > [System Thresholds] を選択します。[System Thresholds] ページが表示されま

す（図 7-2）。

表 7-4 パフォーマンスしきい値

しきい値 モニタしているページ

Port Loss 「システム ヘルス」（P.4-2）の [Network] インジケータ ボックス。

Disk Loss 「システム ヘルス」（P.4-2）の [Disk] インジケータ ボックス。

Disk Capacity Notify 「ディスク モニタ」（P.4-26）。
Disk Capacity Warning 「ディスク モニタ」（P.4-26）。
Linux File System Usage 「ディスク モニタ」（P.4-26）。
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図 7-2 [System Thresholds] ページ

ステップ 2 しきい値設定を入力して、必要に応じてサービスをイネーブルまたはディセーブルにします。

ステップ 3 [Submit] をクリックして、設定を保存します。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

デフォルト設定に戻すには、[Restore] をクリックします。デフォルト値は、ページの別のカラムに表

示されます。
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サービスの再起動
各サーバは、CDS の他のコンポーネントと使用できるサービスを実行します。サービスは設定が変更

されるたびに、自動的には再起動されません。サービスを再起動する必要がある場合は、[Services 
Restart] ページでこのオプションを提供しています。このアクションは、装置の電源をオフにしてから

再びオンにする操作ではありません。表 7-5 では、さまざまなサービスについて説明します。

サービスを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Services] を選択します。[Services Restart] ページが表示されます。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] 
をクリックします。サーバ タイプと ID、およびアレイ ID が表示されます。

ステップ 3 再開する各サービスの横にあるチェックボックスをオンにし、[Submit] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

ソフトウェア メンテナンス
[Software Maintenance] ページでは、CDS ソフトウェアの表示、電子番組ガイド（EPG）ファイルの

アップロード、仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）のサーバ ID およびグループ ID の生成、お

よびトポロジ ファイルのアップロードができます。具体的な内容は、次のとおりです。

 • ソフトウェア バージョンとサーバ情報の表示

 • EPG ファイルのアップロード

 • 分割ドメイン管理を使用した VVI を対象としたサーバ ID およびグループ ID の識別

ソフトウェア バージョンとサーバ情報の表示

TV CDS ソフトウェアのバージョンとサーバ情報を表示するには、[Maintain] > [Software] > [Software 
Version] を選択します。[Software Version] ページが表示されます。[Server IP] ドロップダウン リスト

から、サーバの IP アドレスまたはニックネームを選択し、[Display] をクリックします。次の情報が表

示されます。

 • サーバ タイプ（Vault、Streamer SSV（ISV））

 • ソフトウェア バージョン

表 7-5 [Restart Services] オプション

サービス 説明

Reload Bandwidth 
Manager

オプション機能。Bandwidth Manager の設定が変更されるたびに、

Bandwidth Manager のリロードが必要です。

RTSP [RTSP Setup] ページが変更されるたびに、RTSP nABLE サービスを再起

動する必要があります。

SNMP SNMP 設定が変更されるたびに、SNMP サービスを再起動する必要があ

ります。
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 • サーバ ID

 • アレイ ID

 • 製品 ID（PID）：CDE モデル（Cisco ISM（Integrated Service Module）ライン カードなど）

 • バージョン ID（VID）：ハードウェア バージョン（V01 など）

 • シリアル番号：CDE のシリアル番号

 • 追加の文字列：モデルのバリエーション（4A-C など）

EPG ファイルのアップロード

[EPG File Upload] ページは、電子番組ガイド（EPG）ファイルをメディア スケジューラで使用するた

めに CDS にアップロードする際に使用できます。EPG ファイルは、XML ファイルです。

（注） EPG ファイルをアップロードする前に、チャネル情報を入力する必要があります。詳細については、

「入力チャネルの設定」（P.3-25）を参照してください。

EPG 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。

ステップ 1 [Maintain] > [Software] > [EPG Upload] を選択します。[EPG File Upload] ページが表示されます。

ステップ 2 フル パスとファイル名を [EPG File Location] フィールドに入力するか、[Browse] をクリックし、

[Browse] ウィンドウを使用してファイルを配置します。

ステップ 3 EPG ファイルのフル パスおよびファイル名を入力した後、[Upload] をクリックします。

フィールドをクリアしてやり直すには、[Reset] をクリックします。

分割ドメイン管理を使用した VVI を対象としたサーバ ID およびグループ 
ID の識別

VVIM はすべての識別子を管理し、Stream Manager は VVIM からグループ ID とサーバ ID の範囲を

取得し、管理する Streamer に使用します。

表 7-6 に、CDSM GUI ID の名前と、setupfile および .arroyorc ファイル内の CServer 名とのマッピン

グを示します。

表 7-6 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名 

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid
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VVIM からのサーバ ID とグループ ID の生成

[Configuration Generator] ページが Stream Manager のグループ ID およびサーバ ID を生成するために

使用されます。Stream Manager が cdsconfig スクリプトを使用して初期設定中に VVIM に問い合わせ

ると、VVIM は ID を生成して Stream Manager に送信し、[Configuration Generator] ページのテーブ

ルに入力します。これはポート 80 で HTTP GET 要求によって実行されます。

Stream Manager が初期設定中に VVIM に問い合わせできない場合、cdsconfig スクリプトは Stream 
Manager の管理者に、サーバ ID を VVIM 管理者に問い合わせるよう要求します。VVIM 管理者は 
[Configuration Generator] ページに移動し、Stream Manager の ID を生成します。

HTTP Streamer の場合、Stream Manager が VVIM に到達できない場合、ポート 80 が通信用に開いて

いないか、他の接続の原因があるため、Stream Manager の管理者は必要な情報について VVIM 管理者

に問い合わせることができます。この情報は、次のとおりです。

 • Stream Group ID

 • Cache Group 情報

[Configuration Generator] ページを使用して、VVIM 管理者はグループ ID とサーバ ID の範囲を検索

し、必要に応じて ID を生成できます。VVIM 管理者は、Stream Manager の管理者が [Stream Groups 
Setup] ページで要求されたときに入力する、Stream Group 用の 初のグループ ID を提供することが

できます。

Cache Group 情報が CacheGroupsConfig.xml という XML ファイルに含まれています。VVIM 管理者

は [Download] リンクをクリックして CacheGroupsConfig.xml ファイルを表示し、[Download] リンク

を右クリックして、XML ファイルをローカルに保存できます。この XML ファイルは Stream Manager 
の管理者に送信することができ、Stream Manager では [Cache Group Locator] ページからファイルを

アップロードできます。

新しい ID を生成したり、既存の ID を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Maintain] > [Software] > [Configuration Generator] を選択します。[Configuration Generator] ページ

が表示されます（図 7-3）。
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図 7-3 [Configuration Generator] ページ

ステップ 2 [Stream Domain Name] フィールドに、ID の生成対象となる Stream Manager の名前を入力します。

ステップ 3 [Stream Manager IP] フィールドに、ID の生成対象となる Stream Manager の IP アドレスを入力しま

す。

ステップ 4 [Generate New IDs] をクリックします。

[Configuration Generator] テーブル

[Configuration Generator] ページのテーブルには、ストリームのドメイン名、Stream Manager の IP ア
ドレス、および各 Stream Manager に割り当てられている ID の範囲が表示されます。

Stream Group ID の範囲およびサーバ ID の範囲

グループ ID およびサーバ ID は、「not generated」とテーブルに表示される場合があります。ID を生成

するには、[Stream Group ID Range] カラムの「Not generated」テキストをクリックします。ID を生成

するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックします。

Stream Manager の IP アドレス

Stream Manager の IP アドレスは、[CDSM Setup] ページを使用して Stream Manager を設定するまで、

[Configuration Generator] ページのテーブルには含まれません。Stream Manager の IP アドレスの取得

に失敗する場合があります。この場合、エントリには「Not Captured」と表示されます。IP アドレス

を手動で入力するには、「Not Captured」リンクをクリックします。テキスト ボックスに更新アイコン

（プラス記号）とキャンセル アイコン（X）が示されます。
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設定 ID の範囲

設定 ID は分割ドメイン管理機能を持ち、CCP Streamer を使用している RTSP 環境でのみ使用されま

す。VVIM は各ストリーム ドメインに 2 つの設定 ID のみ生成します。設定 ID は Stream Group の 
Setup サーバの識別に使用されます。Setup および Control サーバは [Control/Setup IP] ページの各 
Stream Group に設定されます。詳細については、「Control および Setup IP の設定」（P.3-44）を参照し

てください。Stream Manager が 2 つの割り当てられた設定 ID を使用する場合、Stream Manager は新

たな設定 ID セットを VVIM に問い合わせます。Stream Manager と VVIM 間の接続に失敗すると、

Stream Manager の管理者は VVIM 管理者に ID を問い合わせます。[Setup ID Range] カラムの 
[Generate new Setup ID] 範囲アイコンをクリックすると、新しい設定 ID を生成できます。

（注） CCP Streamer は、RTSP 環境の VVI 分割ドメイン管理ではサポートされません。

マニュアル
マニュアルを表示するには、[Maintain] > [Manuals] を選択します。[Manual] ページが表示されます。

マニュアルへのリンクをクリックします。マニュアルは、ブラウザの Acrobat Reader プラグインで表

示されます。

ヒント コンピュータにマニュアルをダウンロードするには、マニュアルのリンクを右クリックし、後で表示で

きるようにハード ドライブ上の場所にマニュアルを保存します。
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A P P E N D I X A
トラブルシューティング

この付録では、さまざまな問題の症状、考えられる原因、推奨処置を紹介することで、CDS のトラブ

ルシューティング手順を示します。この付録で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「一般的な問題」（P.A-2）

 • 「起動の問題」（P.A-21）

 • 「管理およびデータベースの問題」（P.A-23）

 • 「取り込みの問題」（P.A-25）

 • 「コンテンツ処理の問題」（P.A-29）

 • 「キャッシュフィルの問題」（P.A-31）

 • 「ストリーミングおよび再生の問題」（P.A-32）

 • 「セッション メッセージング」（P.A-37）

 • 「データベースの問題」（P.A-40）

 • 「高度な機能およびアプリケーション」（P.A-42）

 • 「よくあるご質問」（P.A-43）

 • 「CDS コンテンツ品質ガイドライン」（P.A-48）

CDS トポロジ、バックオフィス環境、ミドルウェアなど、考えられるさまざまな組み合わせがありま

す。この付録のトラブルシューティングを使用するエンジニアは、関連するトラブルシューティング 
ガイドラインを推定できる程度に、自らのシステムに詳しいことが期待されます。すべての接続の問題

では、ケーブルおよびポートの物理的な整合性、および VLAN 構成（該当する場合）を確認する必要

があります。

この付録で説明するすべての Linux コマンドには、サーバへのコンソール アクセスまたは、サーバへ

のセキュア シェル（SSH）アクセスが必要です。

注意 Linux オペレーティング システムである CDS に慣れておらず、Linux コマンド ラインを理解して

いない場合は、Linux コマンド ラインにアクセスしないようにしてください。

（注） 正しいユーザ アカウントが使用されていることを各ステップで確認することが重要です。ファイルを

操作するためには、root および isa ユーザ アカウントのみが必要です。root ユーザ アカウントは、プ

ロンプトとして # 記号を使用します。isa ユーザ アカウントは、プロンプトとして $ 記号を使用しま

す。passwd コマンドを使用して、これらのパスワードをできるだけ早く変更することを強く推奨しま

す。
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一般的な問題
ここでは、CDS ファイル システム、ログ ファイル、コンフィギュレーション ファイル、一般的なトラ

ブルシューティング方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

 • ファイル システム

 • ログ ファイル

 • サーバ コンフィギュレーション ファイル

 • ソフトウェア バージョンまたはリリースの確認

 • ifstats を使用したトラフィック モニタリング

 • カーネル クラッシュ

 • ディスク ドライブの問題

 • メモリの問題

 • ネットワーク

ファイル システム

CDSM ファイル システムは、他のサーバ（Vault、Streamer、ISV）のファイル システムとは異なりま

す。

CDSM
CDSM のディレクトリ構造は、次のとおりです。

 • /arroyo/asmrpt：24 時間ごとにデータベースから情報を取得して作成されるカンマ区切り値ファイ

ル（CSV）が含まれます。これらのファイルは、[Reports] > [Archived Data] ページからアクセス

できます。これらのファイルを生成するには、asm_archiver ジョブをインストールして、crontab 
に追加する必要があります。詳細については、「アーカイブ データ」（P.5-25）を参照してくださ

い。

 • /arroyo/db：データベースのバイナリが含まれます。これは Streamer および Vault 上の 
/home/isa/Berkeley ディレクトリにマッピングされます。

 • /arroyo/db/DATADIR：データベース ファイルとインデックスが含まれます。

 • /arroyo/image：CDS ソフトウェア イメージ ファイルのステージング領域。ソフトウェア アップ

グレードがサーバで実行される際、このディレクトリにはバックアップ ディレクトリも含まれま

す。

 • /arroyo/msa：データベースから情報を取得して作成されたマネージド サービス アーキテクチャ

（MSA）のログが含まれます。ログは iVAST MSA エージェントによって処理されます。

 • /arroyo/www：CDSM GUI の HTTP ファイルが含まれます。サブディレクトリの 
arroyo/www/htdocs には、CDSM GUI の PHP ファイルが含まれます。

 • /arroyo/www/modules：htdocs ファイルのリンク ライブラリ。

 • /home/isa/：設定およびログ ファイルが含まれます。
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レポートのアーカイブ

CSV ファイルは 24 時間ごとに生成され、30 日より古い場合に削除されます。CSV ファイルは 
/arroyo/asmrpt ディレクトリに保存されます。CSV ファイルを生成するには、レポート アーカイバを

インストールおよび設定する必要があります。CSV ファイルは、/arroyo/asmrpt ディレクトリに移動

するか、FTP クライアントを使用して（ユーザ名「asmrpt」、パスワード「asmrpt」）、アクセスできま

す。

Vault、Streamer および ISV
Vault、Streamer、および ISV のディレクトリ構造は、次のとおりです。

 • /arroyo/db

 • /arroyo/log

 • /arroyo/test/

 • /arroyo/archive

 • /home/isa

上記ディレクトリに加えて、Vault、Streamer および ISV には、次の RTSP 環境固有のディレクトリが

あります。

 • /home/isa/bss

 • /home/isa/bss/bin：VOD サーバ バイナリが含まれます

 • /home/isa/bss/database：データベース ファイルが含まれます

 • /home/isa/bss/etc：バイナリのコンフィギュレーション ファイルが含まれます

 • /home/isa/bss/lib：共有アプリケーション ライブラリが含まれます

 • /home/isa/bss/log：アプリケーション ログ ファイルが含まれます

 • /home/isa/bss/log/archive：アーカイブ ログ ファイルが含まれます

 • /home/isa/bss/run：アプリケーションを実行するプロセス ID（PID）ファイルが含まれます

 • /home/isa/bss/scripts：一般的なスクリプトが含まれます

ログ ファイル

RTSP 環境には、3 種類のログ ファイルがあります。

 • Linux ログ ファイル 

 • CServer ログ ファイル

 • RTSP ログ ファイル 

CServer ログ ファイルは、ディスク ストレージが特定のレベルに達すると /arroyo/archive ディレクト

リに自動的にアーカイブおよび移動されます。RTSP ログ ファイルは、FSI または RTSP プロセスが再

起動またはログ ファイルが 50 MB に近くなるたびに、/home/isa/bss/log アーカイブ ディレクトリに自

動的にアーカイブおよび移動されます。合計 9 回の変更が各ログ ファイルに保持され、古い 8 回分の

変更はアーカイブ ディレクトリに圧縮および移動されます。
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Linux ログ ファイル

Linux オペレーティング システムには、次の役に立つログ ファイルがあります。

 • /var/log/debugmessages：syslog メッセージ

 • /var/log/messages：役に立つ起動ステータス メッセージが含まれます

CServer ログ ファイル

CDS には、次の役立つログ ファイルがあります。

 • /arroyo/log/c2k.log.<date>：このログには、コンテンツ読み取りの問題に関する情報があります。

ログ ファイル名の日付の拡張子に yyyymmdd 形式があります（たとえば、20090115 は 2009 年 1 
月 15 日）。このログ ファイルの冗長性を高めるには、次のコマンドを使用します。

# echo "6" > /proc/calypso/tunables/c2k_verbosedump

 • /arroyo/log/protocoltiming.log.<date>：ネットワーク インターフェイスの問題およびディスクの

問題に関する情報を提供します。

 • /arroyo/log/avsdb.log.<date>：データベースの問題に関する情報を提供します。

 • /arroyo/log/statsd.log.<date>：システム統計情報を提供します。

 • /arroyo/log/stresstest.log.<date>：CPU のアップタイム情報を提供します。

 • /root/avslauncher.log.<date>：avslauncher モジュールの起動に関する情報を提供します。

役に立つ可能性のある他の CServer ログ ファイルは、次のとおりです。

 • /arroyo.log/controlblocktiming.log.<date>

 • /arroyo.log/debug.log.<date>

 • /arroyo.log/decommissioned.log.<date>

 • /arroyo.log/deleted.log.<date>

 • /arroyo.log/executiontiming.log.<date>

 • /arroyo.log/objectRepair.log.<date>

 • /arroyo.log/serverinfo.log.<date>

 • /arroyo.log/streamevent.log.<date>

 • /arroyo.log/systemstats.log.<date>

（注） 拡張子 <date> を持つファイルは、yyyymmdd 形式を使用します。日付は、協定世界時（UTC）日付

です。

CServer のエラー コード

c2k.log.<date> ファイルに表示される CServer エラー コードは、必ずしもエラーが発生したことを意

味するわけではありません。実際のエラーには、「out」や「ntc」ではなく、「err」がエントリに表示さ

れています。次に、重要な CServer のエラーおよびステータス コードのリストを示します。

エラー コード 
 • 5：タスクの完了。

 • 25：リソース不足。
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ステータス コード

 • 0：コンテンツは OK です（cnOK）。

 • 1：ストリームが終了しました（cnEnd）。

 • 2：ストリームを一時停止しました（cnPaused）。

 • 3：エラーが発生しました（cnError）。

 • 4：次の要素を処理しています（cnNextElement）。

 • 5：ライブ コンテンツが再開されました（cnResumeLive）。

 • 6：次のコンテンツ オブジェクトを処理しています（cnNextContent）。

 • 7：次の反復を処理しています（cnNextIteration）。

 • 9：フェールオーバーが発生しました（cnFailover）。

 • 8：ストリームが破棄されました（cnDestroyed）。

Protocoltiming の警告メッセージ

表 A-1 では、Protocoltiming ログに表示される可能性があるいくつかの警告メッセージについて説明

します。

表 A-1 Protocoltiming の警告メッセージ 

警告メッセージ 説明

WARNING: Fill transmit 
bus hold offs

システム バスが過負荷になっているか、またはネットワーク伝送の速度が十分ではなく、デー

タの伝送が遅延しています。これらの数字に従ったカウントは低くなる可能性があり、遅延が 2 
マイクロ秒（ms）だけであるため、問題ではありません。ただし、カウントが高い場合、これ

はストリーム データ配信の問題が発生する可能性があります。

WARNING: Fill Data 
Wait

Vault または Caching Node はデータが取得できないため、待機中の Caching Node または 
Streamer にデータを配信できません。数字が低い場合、遅延が 2 ms だけであるため、問題では

ありません。カウントが高い場合、これはストリーム データ配信の問題が発生する可能性があ

ります。

WARNING Data Low 現在のストリーム ポイントより先にバッファされているストリーミング データが 100 ms 未満で

す。ストリームが 初に開始し、データが弾性バッファを満たすために「バースト」している短

い時間を除き、通常送信中のデータには 2 秒の弾性バッファが必要です。この警告自体は問題あ

りませんが、Fill Data Wait 警告の前兆です。

WARNING: Disk 
Refetches

この警告はストリーミング コンテンツに問題はないが、ディスクの帯域幅を十分効率的に使用

できていなかったことを示しています。

WARNING: No capacity 
5 percent

サーバは容量が不足していたため、直前の 10 秒のサンプル期間の 5 % の間に送信された新しい

要求を受け入れられませんでした。protocoltiming ログの他の統計情報を検証して、サーバが容

量不足と判断した原因を特定する必要があります。Caching Node または Streamer は必要なデー

タを提供する代替サーバを見つけられない場合、ストリーミングに失敗する可能性があります。
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RTSP ログ ファイル

Linux ユーザ isa は、RTSP 環境のアプリケーション ファイルの所有者です。root から変更するには、

su - isa コマンドを使用します。

すべてのアプリケーション ログ ファイルは、/home/isa/bss/log ディレクトリにあります。ログ ファイ

ルは 50 MB に達すると、アーカイブ ディレクトリにアーカイブされ、移動されます。RTSP または 
FSI を再起動すると、すべての現在のログ ファイルは、アーカイブ ディレクトリにアーカイブされ、

移動されます。 新のアーカイブ ログ ファイルは未圧縮のままですが、それ以外のログ ファイルは 
gzip で圧縮されます。アーカイブ ディレクトリは、各ログ ファイルの 新の 10 個のアーカイブを常

に維持します。古いログ ファイルが削除されます。

RTSP アプリケーションまたは FSI アプリケーションが起動しない場合は、次のファイルをチェックし

て原因を特定します。

 • rtsp.err

 • rtsp.out

 • fsi.err

 • fsi.out

これらのファイルは /home/isa/bss/log/ ディレクトリにあります。

CDS RTSP 環境には、次の役立つログ ファイルがあります。

 • /home/isa/bss/log/fsi.log

 • /home/isa/bss/log/rtsp.log

 • /home/isa/bss/log/aim.log

 • /home/isa/bss/log/library.log:cache2app ライブラリ情報のログを記録します

RTSP アプリケーションが実行されていない間にログ レベルを変更するには、arroyo-env.sh ファイル

を編集します。

$ cd /home/isa/bss/scripts/
$ vi arroyo-env.sh

OFF、LOW、または HIGH に ARROYO_LOG_LEVEL 変数の値を変更します。デフォルト設定は 
LOW です。

WARNING: Cannot 
stripe disk writes

次の 2 種類の状態のいずれかを示しています。

 • 一部のディスク ドライブが完全にいっぱいで、データが書き込めません。

 • ディスク システムは全帯域幅で負荷がかかっているため、一部のドライブはストリーム 
データの読み取りに専念しており、ドライブにデータを書き込む時間がありません。

この状態が発生すると、データ ストレージ パターンは、データをすべてのドライブで均等に分

散できないため、効率的ではありません。他の負荷統計情報を確認し、ディスク システムが一

部のドライブにストライプできない原因を特定することは、これらの警告が発生している原因を

特定するのに役立ちます。

WARNING: Mirror 
Recovery degraded - 
some remote vaults (0:1) 
are inaccessible

1 つ以上の必要な Vault がダウンしているか、またはパートナー Vault は稼動しているが別の 
Vault Group に設定されているため、設定されたミラーリングが実行されませんでした。

表 A-1 Protocoltiming の警告メッセージ（続き）

警告メッセージ 説明
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RTSP アプリケーションが実行中かどうかにかかわらずログ レベルを変更するには、[RTSP Setup] 
ページを使用します。詳細については、「RTSP の設定」（P.3-80）を参照してください。

ログ ファイル：rtsp.out

rtsp.out ログ ファイルは、各スレッドの処理状態と関連付けられているセッション ID を保持します。

スレッド状態のロギングは /home/isa/bss.scripts ディレクトリの arroyo-env.sh スクリプトの 
THREAD_MON_FREQ によって制御されます。THREAD_MON_FREQ パラメータはスレッド状態

および対応する値を印刷する時間間隔として使用されます。値の範囲は 0 ～ 65535 です。

THREAD_MON_FREQ パラメータのデフォルト値は 30 です。ロギングは THREAD_MON_FREQ を 
0 に設定することでオフにできます。

次に、rtsp.out ログ ファイルの例を示します。

13 Apr 2010 23:06:36,407002|Thread named ThreadPoolThread0 is PROCESSING request with sessionid : 172452576 
13 Apr 2010 23:06:36,407113|Thread named ThreadPoolThread1 is PROCESSING request with sessionid : 242353532 
13 Apr 2010 23:06:36,407149|Thread named ThreadPoolThread2 is NOT PROCESSING any requests 
13 Apr 2010 23:06:36,407184|Thread named ThreadPoolThread3 is NOT PROCESSING any requests 
13 Apr 2010 23:06:36,407220|Thread named ThreadPoolThread4 is NOT PROCESSING any requests 
13 Apr 2010 23:06:36,407255|Thread named ThreadPoolThread5 is NOT PROCESSING any requests 

サーバ コンフィギュレーション ファイル

サーバ設定は .arroyorc ファイルと setupfile ファイルに保存されます。ここでは、各ファイルのさまざ

まなパラメータについて説明します。

（注） この項は、情報提供のみを目的に記載しています。コンフィギュレーション ファイルへの変更は、す

べて初期設定と CDSM GUI によって可能です。

表 A-2 に、CDSM GUI ID の名前と、setupfile および .arroyorc ファイル内の CServer 名とのマッピン

グを示します。

.arroyorc 設定の説明

ここでは、.arroyorc ファイルのさまざまな行エントリを示します。.arroyorc ファイルは /home/isa 
ディレクトリにあり、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router ISM Line Card Hardware 
Installation Guide』で説明されている初期設定手順の中で作成されます。

表 A-2 CDSM GUI および CServer ファイル内の ID 名 

CDSM GUI ID 名 CServer ファイル ID 名
[Array Name] ページの [Array ID] groupid

[Server-Level] ページの [Group ID] groupid

[Server Setup] ページの [Stream Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Cache Group ID] arrayid

[Server Setup] ページの [Vault Group ID] arrayid

[Configuration Generator] ページの [Stream Group ID] arrayid
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self
この番号は CDE のサーバ タイプを表します。

 • 0 = ISV（別名 SSV）

 • 1 = Vault

 • 2 = Streamer

 • 3 = CDSM

groupid 
同じ CDS システムの一部であるすべてのサーバ（単一の CDSM で管理されている）は、同じグルー

プ ID を持ちます。このグループ ID は、企業全体で固有である必要があります。グループ ID の目的

は、グループのサーバが同じグループに属していることを相互に認識できることです。2 つのサーバ グ
ループが同じ VLAN 上にあり、同じグループ番号を持っている場合、競合し問題が発生します。これ

は、実際の運用導入よりも、共有リソースを持つラボ環境によくある問題です。ただし、この問題は引

き続き管理する必要があります。

serverid
グループの各サーバは、1 ～ 255 の一意の ID が必要です。標準化された番号ソリューションを使用す

ることを推奨します。たとえば、1xx の serverid はすべて Streamer とし、2xx のサーバ ID はすべて 
Vault にします。

vault
このパラメータは、システム内の Vault の IP アドレスを示します。各「vault」行は、個々の Vault を
表します。複数の vault 行がある場合があります。

streamer
このパラメータは、システム内の Streamer の IP アドレスを示します。各「streamer」行は、個々の 
Streamer を表します。複数の streamer 行がある場合があります。

controller
このパラメータは CDSM の IP アドレスです。コントローラ行が 1 行のみ含まれます。この行は 
CDSM のファイルには不要ですが、Vault および Streamer で CDSM をポイントするために使用されま

す。

mirroring
このパラメータはローカル ミラーリングを制御します。つまり、ローカルに保存されるコンテンツの

特定の部分のコピー数を決定します。

partno
このパラメータにより、サーバは CDSM に正しく識別されます。CDSM は、GUI の適切なサーバ グ
ラフィックを表示し、ディスク、イーサネット ポートなどの適切な数を管理できます。

mgmtif 
eth0 から始まる管理インターフェイスのインデックス。通常は 0 のままです。

ingestif
このパラメータは Vault のみが対象です。eth0 から始まる取り込みインターフェイスのインデックス。

通常は 0 のままですが、1 になっている場合もあります。
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dbdomsock
これは、アプリケーションがデータベースを対象としたメッセージをアドレス指定する「ファイル ハ
ンドル」です。

dbnetport 
これは、アプリケーションがデータベースを対象としたメッセージをアドレス指定するポート番号で

す。

controlif
eth0 から始まるストリーム制御インターフェイスのインデックス。これは、Setup および Control イン

ターフェイスを分離する場合に使用するオプション設定です。

setupfile 設定の説明

ここでは、setupfile ファイルのさまざまなパラメータについて説明します。setupfile ファイルは 
/arroyo/test ディレクトリにあります。setupfile ファイルのパラメータの値には、初期設定中に設定さ

れる値（serverid、groupid、streamer vault）と CDSM を使用して設定される値があります。

（注） localip # 行エントリは廃止されました。この行エントリを無視します。

必須の設定

各 setupfile ファイルに次の行エントリが必要です。

serverid #
グループ ID で識別されるサーバ グループ内のサーバを一意に識別する ID。詳細については、

「serverid」（P.A-8）を参照してください。

groupid #
CDS 内のサーバ グループを識別する ID。詳細については、「groupid」（P.A-8）を参照してください。

streamer <0 or 1> vault <0 or 1>
Streamer としてサーバを実行するには、streamer を 1 に設定し、実行しない場合は 0 に設定します。

Vault としてサーバを実行するには、vault を 1 に設定し、実行しない場合は 0 に設定します。streamer 
と vault の両方を 0 に設定することはできません。

service address <ip in dot notation> setup <setup portno> control <control portno>
service address は、このサーバが指定した IP アドレスに対して、Setup サーバ、Control サーバ、また

は Setup サーバおよび Control サーバの両方のいずれかの役割を担当させるかを指定するために使用さ

れます。このパラメータは Streamer だけに適用されます。

 • setup portno：0 は、サーバが指定された IP アドレスに対して、Setup サーバの役割を担当させる

ことができないことを意味します。1 は、デフォルトのポート番号 3300 を使用することを意味し

ます。

 • control portno：0 は、サーバが指定された IP アドレスに対して、Control サーバの役割を担当さ

せることができないことを意味します。1 は、デフォルトのポート番号 9000 を使用することを意

味します。
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e1000 <index>: streaming <0 or 1> fill <0 or 1> ip <ip in dot notation> tport <transport 
portno> cport <cache portno> tgid <transport groupid>
e1000 は、キャッシュフィルおよび転送 /ストリーミング用のネットワーク インターフェイスを設定す

るために使用されます。各「e1000」行は、個々のイーサネット ポートを表します。インターフェイス

あたり 1 行を含めます。

 • index：e1000 ドライバに認識されている、インターフェイス インデックスを参照します。

Lindenhurst チップセットを使用したサーバの場合、eth# インターフェイスの番号に 1 対 1 のマッ

チングを行います。

 •  streaming：転送 /ストリーミング用のパラメータ。1 は、このインターフェイスがストリーミン

グに使用されることを意味します。使用しない場合は、streaming を 0 に設定します。

 • fill：キャッシュ フィル用のパラメータ。1 は、このインターフェイスがキャッシュ フィルに使用

されることを意味します。それ以外の場合は、fill を 0 に設定します。

 • ip：各インターフェイスには、送信元 IP アドレスが必要です。これは、レイヤ 3 ネットワークだ

けが対象です。

 • tport：パケットの転送（ストリーミング）の送信元として使用される転送ポート番号。値が 0 の
場合、デフォルト ポート番号 1026 を使用することを意味します（デフォルト送信元 IP エントリ 
オプションの影響を受けている場合を除く）。

 • cport：キャッシング（フィル）パケットの送信元として使用されるキャッシュ ポート番号。値が 
0 の場合、デフォルト ポート番号 48879 を使用することを意味します（デフォルト送信元 IP エン

トリ オプションの影響を受けている場合を除く）。

 • tgid：このインターフェイスの転送グループ ID。転送グループ ID は、パケットを転送するために

使用するインターフェイスを決定するために、/arroyo/test ディレクトリの TransportGroupIdTable 
ファイルとともに使用されます。これは、パケットの宛先 IP アドレスまたはサブネットに基づき

ます。デフォルト値は 0 です。0 は、このインターフェイスが任意の転送グループで使用できるこ

とを意味します。その他の値は、インターフェイスが特定の転送グループ専用であることを意味し

ます。

vault mirror copies <number of copies>
vault mirror copies は Vault 上に保存する各コンテンツのコピーの数を表す数値です。

（注） 転送グループ ID（tgid）は廃止されました。代わりに、SubnetTable を使用します。「ネット

ワーク」（P.A-18）を参照してください。

オプションの設定

次の行エントリは、setupfile ファイルではオプションです。

management eth #
管理に使用されるインターフェイスを指定します。デフォルトは eth0 です。

ingest eth #
ライブの取り込みに使用されるインターフェイスを指定します（FTP プッシュまたは UDP キャプ

チャ）。デフォルトでは、管理インターフェイスが使用されます。このパラメータは Vault のみに適用

されます。

e1000 adapters: maxrate <rate in Mbps>
ストリーミング、キャッシュ、または両方のいずれかに対する、このインターフェイスの 大伝送帯域

幅を制御します。デフォルト値は 975 Mbps です。
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ibg adapters
ibg アダプタの 大伝送帯域幅。デフォルト値は 975 Mbps です。

disks #
サーバにインストールされているハード ドライブ（ディスク）の数を指定します。デフォルトのディ

スク数は Streamer では 12、Vault では 24 です。12 個のディスクを持つサーバがある場合、このエン

トリを追加し、12 個のディスクを指定する必要があります。追加しない場合、ディスクが非稼動であ

ることを示す警告メッセージが protocoltiming ログ ファイルに記録されます。

test #
サーバのテスト モードを指定します。デフォルトは 4 で、運用モードでサーバを実行することを意味

します。

cache_dscp #
キャッシュフィル パケットの DSCP ビットの設定に使用されます。デフォルト値は 0 です。

cache_ecn #
キャッシュフィル パケットの ECN ビットの設定に使用されます。デフォルト値は 0 です。このパラ

メータは使用しないでください。

transport_dscp #
転送 /ストリーミング パケットの DSCP ビットを設定するために使用します。デフォルト値は 0 です。

transport_ecn #
転送 /ストリーミング パケットの ECN ビットを設定するために使用します。デフォルト値は 0 です。

このパラメータは使用しないでください。

trickspeedsv2 # # # # # # # #
取り込み中のトリック オブジェクトの生成に対して、 大 8 種類の速度を指定するために使用します。

このパラメータは Vault のみに適用されます。デフォルトは、5、-5、10、-10、32、および -32 です。

大速度は -127 です。127 より大きいエントリは、デフォルトで 127 になります。0 は無視されます。

ftpout if eth # max utilization mbps # max sessions #
FTP Out に使用する Vault のインターフェイス、すべてのアクティブ セッションの 大帯域利用率

（Mbps）、および許可される同時セッションの 大数を指定するために使用します。デフォルトでは

大セッション数は 0 で、FTP Out が使用できないことを意味します。帯域利用率のデフォルトは 0 で、

無制限に使用できることを意味します。選択されたデフォルトのインターフェイスは管理インターフェ

イスです。FTP Out を正常に機能させるには、コンテンツ全体が Vault に存在する必要があります。

bypass_isacheck <0 or 1>
RTSP 環境で、起動時のグローバル オブジェクト ID（GOID）チェックをバイパスするために使用さ

れます。

arrayid #
このサーバが属するアレイを指定します。アレイ ID は、選択できる再生サーバを決定するために、

/arroyo/test ディレクトリの StreamDestinationMap ファイルとともに使用されます。選択は、パケット

の宛先 IP アドレスまたはサブネットに基づきます。デフォルト値は 0 です。
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remote site manager <ip address> for arrayid #
指定したアレイのリモート サイト マネージャの IP アドレスを指定します。リモート サイト マネー

ジャは同じサイトの接続できるすべてのサーバのリストを保持しています（サーバはリモート サイト 
マネージャの RemoteServers リストにリストされています）。このサーバがアップすると、リモート サ
イト マネージャにアクセスし、指定されたアレイに存在するサーバの照会を要求します。リモート サ
イト マネージャは、そのアレイからサーバの IP アドレスを返します。このサーバは、参照先のすべて

のリモート サーバとの接続を確立し、1 分に 1 回すべてのリモート アレイ サーバとの接続があるかど

うかをチェックします。何らかの理由で照会用のサーバを使用できない場合、このサーバは、リモート 
サイト マネージャにアクセスし、別の照会を要求します。

（注） このサーバおよび参照先のサーバの両方の setupfile に allow new L3 remote servers 1 指示を

追加する必要があります。この指示を追加しない場合、このサーバは参照先のリモート サーバ

との接続を確立できません。

default source ip <ip in dot notation> tport <minportno> - <maxportno> cport <portno>
個々の必須の e1000 インターフェイス エントリに固有の情報が提供されない場合に、送信元パケット

に影響を及ぼすために使用されます。

 • ip：インターフェイスのデフォルトの送信元 IP アドレス。この値は必須の e1000 インターフェイ

ス エントリによって上書きされます。この IP アドレスは、レイヤ 3 ネットワークでは意味があり

ません。ただし、現在、表示される他の値にはゼロ以外の値が必要です。

 • tport：ストリームが開始された後は、指定された範囲内のランダムなポートが、ストリームの転

送 /ストリーミング パケットの送信元ポートとして使用されます（必須の e1000 インターフェイス 
エントリで、特定のポートが tport に選択されていないと仮定します）。

 • cport：キャッシュフィル パケットに使用する送信元ポート（必須の e1000 インターフェイス エン

トリで、特定のポートが cport に選択されていないと仮定します）。

（注） デフォルト送信元 IP は、レイヤ 2 ネットワークで役に立ちます。レイヤ 3 ネットワークでは、

各インターフェイスに対して IP アドレスが要求されるため、デフォルト送信元 IP の値は、イ

ンターフェイスの個々のエントリに置き換えられます。ただし、デフォルト送信元 IP 設定は他

のデフォルト（転送ポートおよびキャッシュ ポート）を指定します。転送ポートの範囲を指定

する場合は、デフォルト送信元 IP の値が 0 である可能性があります。

（注） デフォルト送信元 IP は、必須の e1000 インターフェイス エントリと一緒に使用できます。た

とえば、デフォルト送信元 IP は、送信元転送ポートの範囲を指定するために使用できます。た

だし、ランダムなポートの生成は現在、各ストリームの開始時には実行されていません。した

がって、このオプションを使用しないことを推奨します。

bms address <ip> <port>
バックオフィスの IP アドレスおよびポートです。
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ソフトウェア バージョンまたはリリースの確認

ここでは、サーバのソフトウェア バージョンを確認するためのコマンドについて説明します。

Linux OS Version
 CDSM で Linux オペレーティング システム（OS）のソフトウェア バージョンを確認するには、次の

コマンドを入力します。

# cat /proc/version or "uname –a"
Linux version 2.6.18-92.el5 (brewbuilder@ls20-bc2-13.build.redhat.com) (gcc version 
4.1.2 20071124 (Red Hat 4.1.2-41)) #1 SMP Tue Apr 29 13:16:15 EDT 2008

Vault、Streamer または ISV の Linux OS のソフトウェア バージョンを確認するには、次のコマンドを

入力します。

# cat /proc/version
Linux version 2.6.18-53.el5.kernel.2_6_18.2008.10.07.01 (arroyoqa@build-svr) (gcc 
version 4.1.2 20070626 (Red Hat 4.1.2-14)) #1 SMP Mon Nov 17 18:21:51 PST 2008

# uname -a
Linux stm74 2.6.18-53.el5.kernel.2_6_18.2008.10.07.01 #1 SMP Mon Nov 17 18:21:51 PST 
2008 i686 i686 i386 GNU/Linux

CDS に関連するリリース

RTSP CDS ソフトウェアは、RTSP オーバーレイ、statsd ソフトウェア、および CServer コードの組み

合わせです。次の項では、それぞれのソフトウェア バージョンを確認する方法について説明します。

RTSP 導入後の環境

CDS RTSP オーバーレイ イメージのソフトウェア バージョンを確認するには、次のコマンドを入力し

ます。

# cat /arroyo/image/tags
linux/linux              kernel-2_6_18-2009-01-15-01
snmp/statsd              statsd-2009-01-14-03
snmp/agent.531           snmpd-2009-01-16-01
cserver                  cserver-e013-2009-01-16-06
export                   export-e013-2008-10-06-01
avsdb                    avsdb-2009-01-06-01
cache2app                r_2_0v1-isa-e008-2009-01-15-01
isa                      r_2_0v1-isa-e008-2009-01-15-01
bss                      bss-r20-2009-01-15-01
avslauncher              avslauncher-2009-01-13-01
framework                frmwk-r20-2008-10-28-02
tavsdb                   tavsdb-2009-01-14-01
ui/http/httpd-2.2.9      asm-2008-09-21-01
ui/http/php-5.2.6        asm-2009-01-13-01
ui/http/www/R25          CDSM-1-15-2009
upscripts                upgrade-2009-1-8-01
packager                 1
flav_inst                1

statsd プログラム

statsd プログラムのソフトウェア バージョンを確認するには、次のコマンドを入力します。
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# strings /home/stats/statsd |grep Rel
STATSD Release TOP_OF_TREE  (arroyoqa@build-svr) (gcc version 4.1.2 20070626 (Red Hat 
4.1.2-14)) #1-Nstatsd-2008-11-07-02 Mon Nov 17 18:34:15 PST 2008

CSserver コード

Streamer、Vault、または ISV の CServer ソフトウェア バージョンを確認するには、次のコマンドを入

力します。

# strings avs_cserver.ko |grep CServer
Average setup time spent in CServer = 
AVS CServer Release #1-Ncserver-e013-2008-11-17-05 Mon Nov 17 18:54:01 PST 2008 
ENV_ISA_SR DEBUG
AVS CServer Information ENV_ISA_SR DEBUG (arroyoqa@build-svr) (gcc version 4.1.2 
20070626 (Red Hat 4.1.2-14)) #1-Ncserver-e013-2008-11-17-05 Mon Nov 17 18:54:01 PST 
2008

CServer の設定、ステータス、およびバージョンを表示するには、次のコマンドを入力します。

# cat /proc/calypso/status/server_settings
AVS CServer Information ENV_ISA_SR PROD (arroyoqa@build-svr) (gcc version 4.1.2 
20070626 (Red Hat 4.1.2-14))
#1-Ncserver-e013-2009-01-20-03 Tue Jan 20 17:54:28 PST 2009

Server Settings:
    Server is operational
    Cache2App is operational
    TSCs Per Second is 2333447000

Network Settings:
    Running in L3 Network Mode
    Allow Jumbo Frames
    Transport/Stream Data Payload: 1316
    Cache/Fill Data Payload: 7680
    Cache/Fill Control Maximum Packet Size: 8048

ifstats を使用したトラフィック モニタリング

ifstats コマンドは、サーバ上の各イーサネット インターフェイスのリアルタイム トラフィックを示し

ます。

# /home/stats/ifstats
ifstats  -   11:12:22 
============================================================           
Int#    R-Mbps    X-Mbps           R-Bytes           X-Bytes
 eth0        0         0          56760511         166307653
 eth1        0         0                 0                 0
 eth2        4       457        3439241508        3497139080
 eth3        4       457        3439172148        3099124288
 eth4        4       457        3441836680        2945489644
 eth5        4       472        3443060380        2736115618
 eth6        4       471        3438423816        2613199736
 eth7        5       464        3440066492        2419935662
 eth8        4       449        3439982812        2266582156
 eth9        4       465        3443251384        2164010982
eth10        5       465        3439982136        1915437726
eth11        4       464        3438935192         397577442
eth12        5       464        3440343164         300903930
eth13        4       465        3439540716        4454799830
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カーネル クラッシュ

カーネル デバッガ（KDB）は、サーバ処理に失敗したときの情報（コア ダンプ ファイルの形式）を提

供します。サーバがクラッシュした場合にサーバが KDB に入るには、/proc/sys/kernel/panic パラメー

タがゼロでなければなりません。panic パラメータがゼロでない場合、システムは KDB に入らずに自

動的にリブートします。

KDB に加えて、kdump サービスがあります。kdump サービスはメモリのカーネル ダンプを取得する

ことができます。サーバがクラッシュ後に自動的にリブートするように設定されている（つまり、

panic パラメータが 0 でない）場合、kdump サービスは自動的に実行されます。kdump サービスは 
/var/arroyo/crash ディレクトリにカーネル メモリ ダンプを保存します。カーネル メモリがダンプされ

ると、システムは通常のオペレーティング システムにリブートします。

サーバが KDB に入るように設定されている（つまり、panic パラメータが 0 である）場合、サーバは 
KDB モードを開始します。kdump コマンドは、サーバが KDB モードのとき、カーネル メモリ ダン

プを取得することができます。kdump コマンドは kdump モードでサーバをリブートし、カーネル メ
モリ ダンプを取得し、通常のオペレーティング システムにサーバを再起動します。

サーバが /etc/rc.local ディレクトリから自動的に起動された後にクラッシュした場合、シングルユーザ 
モードで起動する必要があります。シングルユーザ モードで起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 サーバをリブートします。

ステップ 2 ブルー画面に Linux バージョンのリストが表示されているときに、カーネル エントリを編集するには 
E キーを押します。

ステップ 3 複数行が表示されます。↑ および ↓ キーを使用して、2 行目を強調表示します。行を編集する E キー

をもう一度押す必要があります。四角カーソルが行末に表示されます。

ステップ 4 コンソールのパラメータ（例：console=ttySO,115200n8）から 115200 を削除します。

ステップ 5 行の末尾に「Single」または「S」を追加します。

ステップ 6 Enter を押します。

ステップ 7 Linux カーネルをシングルユーザ モードで起動するには、B キーを押します。

ステップ 8 起動が完了するまでサーバを待ちます。

ステップ 9 /etc/rc.local ファイルを編集し、/arroyo/test/vault/run 行をコメント アウトします。

ステップ 10 サーバをリブートします。

Linux プロンプトのコア ダンプ ファイルの内容を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 GNU デバッガ（gdb）を実行し、コア ファイルおよびバイナリ ファイルを指定します。

gdb --core=<core-file> <binary-file>

core-file パラメータは、コア ファイル名で、binary-file はコア ファイルを生成したバイナリ ファイル

です。

ステップ 2 GNU デバッガが開始された後は、バックトレース コマンド bt を gdb プロンプトに入力し、Enter を押

します。

gdb> bt

クラッシュ時の現在の関数呼び出しの履歴を示すコールバック スタックが表示されます。
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ディスク ドライブの問題

シャーシの運送後にディスク ドライブを再挿入するときや、シャーシ間でディスク ドライブを移動す

るときには、ディスク ドライブの順序は関連しません。

ソフトウェアが含まれているディスク ドライブである内部ブート ドライブの統計情報を表示するには、

df -k コマンドを入力します。

# df -k
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1             10317828   3764936   6028776  39% /
/dev/hda2             20641788   1711372  17881776   9% /arroyo
/dev/hda3              8254272     32828   7802148   1% /arroyo/db
/dev/hda6             35641880   1185880  32645480   4% /arroyo/log
none                   1681200         0   1681200   0% /dev/shm

リムーバブル SATA または SCSI ディスク ドライブの統計情報を表示するには、次のコマンドを使用

します。

# cat /proc/calypso/status/streamer/diskinfo 
Disk Info: 
  Disks(12) Op(12)
  Storage: T(804G) A(21%) U(0)
  BW: (99%) w(1.35M/s) r(0/s)
  I/O Util: w(1:0%) e(0) a(0%)
Disk[ 1][67.0G] A[20%] B[11x]
Disk[ 2][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[ 3][67.0G] A[21%] B[0x]
Disk[ 4][66.5G] A[22%] B[0x]
Disk[ 5][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[ 6][67.0G] A[21%] B[0x]
Disk[ 7][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[ 8][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[ 9][67.0G] A[21%] B[0x]
Disk[10][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[11][67.0G] A[20%] B[0x]
Disk[12][67.0G] A[20%] B[0x]

[CDSM GUI Disk Monitor] ページがディスク警告をレポートする場合

[CDSM GUI Disk Monitor] ページがディスク警告をレポートする場合、

/arroyo/log/protocoltiming.log.<date> ログ ファイルおよび /var/log/debugmessages ログ ファイルの

ディスク ドライブ ステータスを確認します。

# grep drives /arroyo/log/protocoltiming.log.11132007

WARNING: 5 disk drives are non-operational
WARNING: 5 disk drives are non-operational
...
WARNING: 5 disk drives are non-operational
WARNING: 5 disk drives are non-operational

# grep disks /var/log/debugmessages

Nov 20 19:02:44 vault219 kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K 
size 4096 blocksize
Nov 20 19:03:34 vault219 kernel: Waiting for 2 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:34 vault219 kernel: Waiting for 4 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:35 vault219 kernel: Waiting for 3 disks to finish initializing



 

A-17
Cisco ISM（総合サービス モジュール）ライン カード用 Cisco TV CDS 2.4 RTSP ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド           

OL-24986-01-J

付録 A      トラブルシューティング

一般的な問題

Nov 20 19:03:36 vault219 kernel: Waiting for 2 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:36 vault219 kernel: Waiting for 1 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:36 vault219 kernel: Waiting for 5 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:42 vault219 kernel: Waiting for 6 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:42 vault219 kernel: Waiting for 5 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:43 vault219 kernel: Waiting for 4 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:45 vault219 kernel: Waiting for 11 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:46 vault219 kernel: Waiting for 10 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:46 vault219 kernel: Waiting for 9 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:46 vault219 kernel: Waiting for 8 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:47 vault219 kernel: Waiting for 7 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:47 vault219 kernel: Waiting for 6 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:48 vault219 kernel: Waiting for 5 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:48 vault219 kernel: Waiting for 4 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:48 vault219 kernel: Waiting for 3 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:48 vault219 kernel: Waiting for 2 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:48 vault219 kernel: Waiting for 1 disks to finish initializing
Nov 20 19:03:50 vault219 kernel:   Total disk space = 24.0TB on 24 disk drives (Lost 
disks = 0)

（注） Linux SATA ドライバ sats_mv.ko がデバイスのリセット ベクタを提供しないため、CDE400 では、

SATA ドライバのリセットに、バスおよびホストのリセットが使用される場合があります。未処理の要

求がない場合は、デバイスがリセットされると、コンソールに警告メッセージが表示されます。これら

の警告メッセージは情報提供であり、障害を示していません。

メモリの問題

CDSM の起動速度を低下させてメモリ カウンタを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 サーバをリブートします。

ステップ 2 BIOS Setup Utility に入るには、次のテキスト プロンプトが表示されているときにキーボードの Delete 
キーを押します。

Press DEL to runSetup

（注） ほとんどの場合、Delete キーがセットアップ画面を起動するために使用されます。F1、F2 な
どの他のキーが使用される場合もあります。

ステップ 3 [Boot] メニューにナビゲートするには、→ キーを使用します。

ステップ 4 [Boot Settings] 設定オプションを選択します（図 A-1）。

ステップ 5 [Quick Boot] を選択し、[Disabled] に設定します。
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図 A-1 BIOS Setup Utility：[Boot] 設定

ステップ 6 F10 を押して保存し、BIOS Setup Utility を終了します。

ネットワーク

次のコマンドは、ネットワーク設定およびアクティビティを確認する場合に役立ちます。

ARP テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。

# arp -a
jetsam.v.com (111.0.110.151) at 00:00:0C:07:AC:00 [ether] on eth0
cds17-m1.v.com (111.0.210.170) at 00:30:48:58:5B:A1 [ether] on eth0
cds17-v1.v.com (111.0.210.171) at 00:30:48:31:53:B2 [ether] on eth0
? (111.0.210.175) at 00:30:48:32:0A:5A [ether] on eth0
cds17-s1.v.com (111.0.210.172) at 00:04:23:D8:89:44 [ether] on eth0
cds17-s1.v.com (111.0.210.172) at 00:04:23:D8:89:44 [ether] on eth0

IP ルーティング テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。

# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
111.0.210.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
111.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U         0 0          0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U         0 0          0 lo
0.0.0.0         111.0.210.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0

CDS サブネット テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。

# cat /arroyo/test/SubnetTable
network 111.1.13.1 netmask 255.255.255.240 gateway 111.1.13.1 transport_source_ip 0
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（注） リリース 2.1 では、ローカル ネットワークとゲートウェイは SubnetTable ファイルで指定されます。下

位互換性のため、SubnetTable ファイルがない場合、ルーティング テーブルのローカル サブネットと

ゲートウェイは引き続きサポートされています。ルーティング テーブルは、スタティック ルートを指

定するために引き続き使用できます。

CDS ルーティング テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。

# cat /arroyo/test/RoutingTable 
default gateway 111.1.13.1
network 111.1.13.1 netmask 255.255.255.240 gateway 0.0.0.0

CDS リモート サーバ テーブルを表示するには、次のコマンドを入力します。

# cat /arroyo/test/RemoteServers
remote server
id 141
ip 111.1.9.20
ip 111.1.9.21
ip 111.1.9.22
ip 111.1.9.23
ip 111.1.9.24
end remote server

remote server
id 143
ip 111.1.9.25
ip 111.1.9.26
end remote server

remote server
id 144
ip 111.1.9.27
ip 111.1.9.28
ip 111.1.9.29
ip 111.1.9.30
end remote server

インターフェイス情報

基本的なインターフェイス情報を表示するには、ifconfig コマンドを使用します。

# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:23:D8:9A:80
          inet addr:111.0.110.41  Bcast:111.0.110.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13946269 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11594110 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3085199261 (2942.2 Mb)  TX bytes:1317620721 (1256.5 Mb)
          Interrupt:24 Base address:0x3000 Memory:dd240000-0

詳細なインターフェイス情報については、/proc/net/ ディレクトリのインターフェイス情報ファイルを

表示します。

# cat /proc/net/PRO_LAN_Adapters/eth0.info
Description                      Intel® Gigabit Ethernet Network Connections
Part_Number                      ffffff-0ff
Driver_Name                      igb
Driver_Version                   1.2.22-CDS
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PCI_Vendor                       0x8086
PCI_Device_ID                    0x10a7
PCI_Subsystem_Vendor             0x15d9
PCI_Subsystem_ID                 0x10a7
PCI_Revision_ID                  0x02
PCI_Bus                          14
PCI_Slot                         0
PCI_Bus_Type                     UNKNOWN
PCI_Bus_Speed                    UNKNOWN
PCI_Bus_Width                    UNKNOWN
IRQ                              194
System_Device_Name               eth0
Current_HWaddr                   00:30:48:C3:26:9E
Permanent_HWaddr                 00:30:48:C3:26:9E

Link                             up
Speed                            1000
Duplex                           Full
State                            up

Rx_Packets                       406625
Tx_Packets                       135553
Rx_Bytes                         41539919
Tx_Bytes                         30390314
Rx_Errors                        0
Tx_Errors                        0
Rx_Dropped                       0
Tx_Dropped                       0
Multicast                        236747
Collisions                       0
Rx_Length_Errors                 0
Rx_Over_Errors                   0
Rx_CRC_Errors                    0
Rx_Frame_Errors                  0
Rx_FIFO_Errors                   0
Rx_Missed_Errors                 0
Tx_Aborted_Errors                0
Tx_Carrier_Errors                0
Tx_FIFO_Errors                   0
Tx_Heartbeat_Errors              0
Tx_Window_Errors                 0
Tx_Abort_Late_Coll               0
Tx_Deferred_Ok                   0
Tx_Single_Coll_Ok                0
Tx_Multi_Coll_Ok                 0
Rx_Long_Length_Errors            0
Rx_Short_Length_Errors           0
Rx_Align_Errors                  0
Rx_Flow_Control_XON              0
Rx_Flow_Control_XOFF             0
Tx_Flow_Control_XON              0
Tx_Flow_Control_XOFF             0
Rx_CSum_Offload_Good             406625
Rx_CSum_Offload_Errors           0

PHY_Media_Type                   Copper
PHY_Cable_Length                 Unknown Meters (+/- 20 Meters)
PHY_Extended_10Base_T_Distance   Unknown
PHY_Cable_Polarity               Normal
PHY_Disable_Polarity_Correction  Enabled
PHY_Idle_Errors                  0
PHY_Receive_Errors               0
PHY_MDI_X_Enabled                MDI
PHY_Local_Receiver_Status        OK
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PHY_Remote_Receiver_Status       OK

起動の問題
ここでは、次の内容について説明します。

 • BIOS 設定：オペレーティング システムがハングするか、KDB モードに移行する場合

 • シリアル コンソール ポートの設定

 • 必要なサービスが開始されない、または適切に実行されない場合

BIOS 設定：オペレーティング システムがハングするか、KDB モードに移
行する場合 

単一ビット エラーがサーバのメモリに発生すると、Linux OS が動かなくなり、サーバがカーネル デ
バッガ（KDB）モードになります。これは、BIOS のエラー訂正コード（ECC）のタイプが正しく設

定されていないことが原因です。

BIOS Setup Utility の [ECC Error Type] 設定を修正するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 サーバの起動時に、BIOS Setup Utility に入るには、Delete キーを押します。

ステップ 2 [Advanced] メニューに移動し、[Advanced Chipset Control] を選択します。

ステップ 3 [ECC Error Type] を選択し、[NMI] に変更します（図 A-2）。
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図 A-2 BIOS Setup Utility： [Advanced Chipset Control]

ステップ 4 F10 を押して、設定を保存して終了します。

シリアル コンソール ポートの設定

CDE サーバは次のシリアル コンソール設定で出荷されます。115200 ボー レート、パリティなし、8 
データ ビット、1 ストップ ビット（115200-N-8-1）。シリアル コンソールの設定を確認するには、次

を確認します。

 • BIOS 設定：起動処理の 初から [GRUB] メニューまでの速度を決定します。BIOS Setup Utility 
で、[Advanced] メニューの [Console Redirection] が [VT100] に設定されていることを確認しま

す。

 • /etc/boot/menu.lst：kernel のロード後の速度を決定します。

 • /etc/inittab：OS のロード後の速度を決定します。次の内容を入力します。

$ cat /etc/inittab | grep S0
S0:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 115200 vt100
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必要なサービスが開始されない、または適切に実行されない場合

CDSM GUI から、[Monitor] > [Server Level] > [Services] をクリックして、各サーバの [Services] ペー

ジを表示します。詳細については、「サービス モニタ」（P.4-33）を参照してください。必要なサービス

が開始されない、または適切に実行されない場合は、Streamer と Vault、および CDSM 間に双方向

データベース接続があることを確認します。

$ netstat -an|grep 9999
tcp        0      0 0.0.0.0:9999                0.0.0.0:*           LISTEN
tcp        0      0 172.22.97.193:9999          172.22.97.197:56998 ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:34743         172.22.97.197:9999  ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:9999          172.22.97.192:50343 ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:39158         172.22.97.196:9999  ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:46030         172.22.97.192:9999  ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:9999          172.22.97.196:55780 ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:9999          172.22.97.191:50950 ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:60598         172.22.97.191:9999  ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:9999          172.22.97.194:37543 ESTABLISHED
tcp        0      0 172.22.97.193:56376         172.22.97.194:9999  ESTABLISHED

各 Vault および Streamer に 2 つの接続が [ESTABLISHED] ステータスで表示されます。

接続状態が [ESTABLISHED] でない場合は、/home/isa/.arroyorc ファイルの設定をチェックして、設

定が正しいことを確認した後、データベースを再起動します。

サーバに isa としてログインし、データベースを起動します。

$ arroyo start avsdb

root としてサーバにログインして、statsd を開始します。

$ /home/stats/statsd

RTSP リスナーが正しいポートで動作していることを確認します。

$ arroyo status
$ netstat -an | grep 554

管理およびデータベースの問題
ここでは、次の内容について説明します。

 • システム ヘルス

 • CDSM GUI にアクセスできない場合

 • CDSM GUI が Vault または Streamer を登録できない場合

 • データベースのモニタリング

システム ヘルス

[System Health Monitor] ページの色付きボックスには、次の意味があります。

 • 緑：すべてのコンポーネントが稼動しています。確認するには、チェックボックスをオンにしま

す。

 • 黄：一部のコンポーネントが動作していません。

 • 赤：すべてのコンポーネントに障害が発生しました。
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管理およびデータベースの問題

CDSM GUI にアクセスできない場合

CDSM GUI にアクセスできない場合は、root としてログインし、Apache サーバが CDSM で動作して

いることを確認します。

# ps -aef | grep http
root      4023     1  0 Aug09 ?        00:01:44 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4033  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4034  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4035  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4036  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4037  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4085  4023  0 Aug09 ?        00:00:52 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4086  4023  0 Aug09 ?        00:00:53 /arroyo/www/bin/httpd
nobody    4572  4023  0 Aug10 ?        00:00:52 /arroyo/www/bin/httpd
root     11598 30692  0 16:12 pts/0    00:00:00 grep http

Apache サーバが動作していない場合は、サーバを再起動します。

# /arroyo/www/bin/apachectl start

CDSM GUI が Vault または Streamer を登録できない場合

CDSM GUI がアレイまたは CDS に含まれる Vault または Streamer を登録できない場合、次の手順を

実行します。

ステップ 1 root として Vault または Streamer にログインします。

ステップ 2 CDSM との双方向データベース接続を確認します。

# netstat -an | grep 9999

ステップ 3 statsd が実行されていることを確認します。

# ps -aef | grep statsd

ステップ 4 /home/stats/svrinit または svrinit_15 の正しいバージョンおよび権限が使用されていることを確認しま

す。

# ls –l /home/stats/

ステップ 5 Vault および Streamer で、svrinit_15 を使用してデータベースの CDS ホストを初期化します。次のオ

プションを使用します。

 • -i オプション：サーバの物理 IP アドレス（eth0）

 • -s オプション：ネットワークのサブネット マスク 

 • -h オプション：ホスト名 

 • -d オプション：登録の解除

たとえば、 初に -d オプションを使用して CDS ホストを登録解除した後、CDS ホストを初期化しま

す。

# svrinit_15 -i <ip_address> -s <subnet_mask> -h <host_name> -d
# svrinit_15 -i <ip_address> -s <subnet_mask> -h <host_name>
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取り込みの問題

ステップ 6 それでもテーブルを初期化できない場合は、Engineering アクセス権限を持ったユーザ アカウントを使

用して CDSM GUI にログインし、[Maintain] > [Software] > [System Config] ページをクリックし、

[Add New Server] オプションを使用して Streamer や Vault を追加します。

 データベースのモニタリング

スタックしたデータベース スレッドの問題をモニタするには、次のコマンドを使用します。

netstat –an | grep 9999

各 Vault および Streamer に 2 つの接続が [ESTABLISHED] ステータスで表示されます。双方向接続が

存在しない場合は、CDSM を含むすべてのサーバで db_shutdown を実行し、次のコマンドを使用し

てデータベースを起動します。

# su – isa
$ arroyo start avsdb

データベースがスタックして db_shutdown が動作しない場合は、ps –ef |grep avsdb を使用してプロ

セス ID（PID）を照会し、kill -9 {pid} コマンドを使用して avsdb プロセスを終了し、 後にデータ

ベースを再起動します。

取り込みの問題
ここでは、次の取り込みの問題について説明します。

 • 取り込みインターフェイス

 • 不正コンテンツ

 • ネットワーク

取り込みインターフェイス

ここでは、取り込みインターフェイスのトラブルシューティングについて説明します。

 • FSI は起動したが内容を取り込めない場合

 • FSI が起動しない場合

 • コンテンツが取り込まれない場合

 • Asset Ingest Manager の再起動で永続的なループが発生した場合

FSI は起動したが内容を取り込めない場合

原因 1：選択した FSI モードが正しくありません。

処理 1：FSI の起動時に /home/isa/bss/log/fsi.log を表示して、サーバの FSI モードをチェックします。

FSI の動作モードは /home/isa/bss/scripts/arroyo-site-env.sh で設定されている内容である必要

があります。たとえば、「FSI_DEPLOYMENT=1」を設定します。

11/05/2008|19:04:50.035191|fsid.cc|444|366702208| Initializing fsi daemon...
11/05/2008|19:04:50.035470|fsid.cc|445|366702208| main(): Thread ID: 366702208
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11/05/2008|19:04:50.035520|fsid.cc|447|366702208| Initializing FSI 
configuration...
11/05/2008|19:04:50.035654|DatabaseConnection.cc|62|366702208| Successfully 
connected database socket.
11/05/2008|19:04:50.048468|fsid.cc|459|366702208| Setting FSI running mode to "1" 
as specified by commandline.

FSI が起動しない場合

原因 1：無効なポート アドレス。

cat fsi.err | grep  FSID
[fsid.cc:588] ERROR: FSID Port of 0 is an invalid port address

処理 1：非ゼロ値（デフォルトは 20004）に FSI ポートを変更します。

CDSM GUI を使用して [Configure] > [Server Level] > [FSI Setup] を選択し、[FSI Server Port] 
フィールドに新しいポート番号を入力します。詳細については、「FSI の設定」（P.3-86）を参

照してください。

処理 2：サーバに isa としてログインし、FSI サービスを開始します。

$ arroyo start fsi

原因 2：fsi.log および fsi.err に報告された cache2app を開くことができません。

処理 1：CSserver プロセスが実行されていることを確認します。

サーバに root としてログインし、avs_cserver が稼動していることを確認する lsmod コマンド

を入力します。avs_cserver が動作していない場合、rpm –qa | grep コマンドを入力し、イン

ストールされているかどうかを確認します。

 • avs_cserver がインストールされている場合、avs_cserver を開始する /arroyo/test/run コマン

ドを入力します。

 • avs_cserver がインストールされていない場合は、シスコのテクニカル サポートに連絡してく

ださい。

コンテンツが取り込まれない場合

原因 1：FTP サーバ（たとえば、Lysis コンテンツ取り込みサーバ）に接続できません。

処理 1：ネットワーク接続とユーザのアクセス権限を確認します。

FTP サーバのネットワーク接続、アクセス コントロール リスト（ACL）、ユーザのアクセス

権などを確認します。

処理 2：FTP の手動要求を確認します。

ユーザ isa から FTP サーバへの手動 FTP 要求が正常に動作し、取り込むコンテンツがリスト

されていることを確認します。

原因 2：ADI XML ファイルでコンテンツ名が正しく設定されていません。

処理 1：aim.log ファイルを表示します。

cat aim.log | grep FTPP

11/23/2007|12:00:59.383279|AIMListenThread   |0144|06151|CALLBACK 
RECVD[FSICALLBACK 2251799813686769 400 FTPProcess.cc:328: Caught exception: 
FTPProcess::run_ftp(): FTP Failed: 
ftp://username:password@ftpserver:21//6663_3800p.mpg. Failed while waiting for a 
response to the retrieve command from ftp server.]
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この例では、6663_3800p.mpg は FTP サーバに存在しません。ADI XML ファイルに記述され

ているコンテンツと FTP サーバのコンテンツが一致することを確認します。

原因 3：Asset Ingest Manager（AIM）が FTP サーバからメッセージを取得しません。

処理 1：次の手順を実行します。

1. /sbin/ifconfig ファイルを表示し、eth0:1 インターフェイスがあることを確認することで、マ

スター Vault を特定します。

2. マスター Vault で、tail –f aim.log コマンドを入力します。

3. FTP サーバから転送を再試行します。

4. 接続障害が発生した場合、aim.log は更新されていません。

5. arroyo stop aim コマンドに続けて、arroyo start aim コマンドを入力して、AIM プロセスを

再起動します。

6. 必要に応じて、FTP サーバを再起動します。

Asset Ingest Manager の再起動で永続的なループが発生した場合

原因 1：AIM に孤立スレッドが存在します。

処理 1：無限ループメッセージがないかどうかを aim.log で確認します。

12/12/2007|11:47:16.677035|AVSIngestMgrISA   |0178|01024|******************* AIMd starting*******************
12/12/2007|11:47:16.678530|pTCP              |0065|01024|Host info 10.212.17.12:5555
12/12/2007|11:47:16.684145|pRunMaster        |0035|01024|Current process is the master
12/12/2007|11:47:16.684267|pDomain           |0093|01024|UNIX Domain sock path [/tmp/isadb]
12/12/2007|11:47:16.684326|pSock             |0115|01024|Connected to /tmp/isadb
12/12/2007|11:47:16.684500|pDbConfigObject   |0257|01024|Db errcode[55]
12/12/2007|11:47:16.684597|AIMCache          |0164|01024|Trying to load dynamic libs.......
12/12/2007|11:47:16.686275|AIMCache          |0179|01024|Loaded [libAVSFSI_AIM.so]
12/12/2007|11:47:16.743879|AIMCache          |0179|01024|Loaded [libAVSVerimatrix_AIM.so]
12/12/2007|11:47:16.745238|AIMCache          |0179|01024|Loaded [libAVSTotalManage_AIM.so]
12/12/2007|11:47:16.745753|AIMCache          |0182|01024|Shared lib error[libAVSNGOD_AIM.so: cannot open 
shared object file: No such file or directory]
12/12/2007|11:47:16.745911|AIMCache          |0182|01024|Shared lib error[libAVSISA_AIM.so: cannot open 
shared object file: No such file or directory]
12/12/2007|11:47:16.746031|AIMCache          |0182|01024|Shared lib error[libAVSWideVine_AIM.so: cannot open 
shared object file: No such file or directory]
……..

12/12/2007|15:55:20.321800|AIMDbManager      |0021|02051|AIM config change detected.....
12/12/2007|15:55:20.322220|AIMCache          |0316|02051|DB Tag[.0.0.0:20004/][]
12/12/2007|15:55:20.322670|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from [http://0.0.0.0:20004/][]
12/12/2007|15:55:20.323040|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   [.0.0.0:20004/][]
12/12/2007|15:55:20.323430|AIMCache          |0316|02051|DB Tag[omeplace.here.there:8082/totalmanage/vod][]
12/12/2007|15:55:20.323960|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from 
[http://someplace.here.there:8082/totalmanage/vod][]
12/12/2007|15:55:20.324330|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   
[omeplace.here.there:8082/totalmanage/vod][]
12/12/2007|15:55:20.324700|AIMCache          |0316|02051|DB Tag[nage/vod][]
12/12/2007|15:55:20.325100|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from [/totalmanage/vod][5001]
12/12/2007|15:55:20.325500|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   [nage/vod][]
12/12/2007|15:56:20.443830|pDbConfigObject   |0257|02051|Db errcode[55]
12/12/2007|15:56:20.444500|AIMDbManager      |0021|02051|AIM config change detected.....
12/12/2007|15:56:20.445230|AIMCache          |0316|02051|DB Tag[0004/][]
12/12/2007|15:56:20.445690|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from [.0.0.0:20004/][]
12/12/2007|15:56:20.446060|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   [0004/][]
12/12/2007|15:56:20.446460|AIMCache          |0316|02051|DB Tag[.here.there:8082/totalmanage/vod][]
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12/12/2007|15:56:20.446900|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from 
[omeplace.here.there:8082/totalmanage/vod][]
12/12/2007|15:56:20.447270|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   
[.here.there:8082/totalmanage/vod][]
12/12/2007|15:56:20.448310|AIMDbManager      |0054|02051|Config change from [nage/vod][]
12/12/2007|15:56:20.448700|AIMDbManager      |0055|02051|Config change to   [][]
12/12/2007|15:57:20.564550|pDbConfigObject   |0257|02051|Db errcode[55]

処理 1：AIM サービスが停止している間に、孤立した AIM スレッドをチェックします。

isa としてログインして AIM サービスを停止し、孤立した AIM スレッドがないことを確認し

て、AIM サービスを再起動します。

$ arroyo stop aim

$ ps -aef | grep AVSIngestMgr 
isa       7291  7243  0 20:59 pts/0    00:00:00 grep AVSIngestMgr

$ arroyo start aim

原因 2：マスター Vault AIM は低下状態にあります。

スレーブ Vault の aim.log をチェックして、待機状態であることを確認します。

12/12/2007|14:57:08.954182|AVSIngestMgrISA   |0178|01024|******* AIMd starting****
12/12/2007|14:57:08.955726|pTCP|0065|01024|Host info 10.212.17.12:5555
12/12/2007|14:57:08.961349|pTCP|0065|01024|Host info *:5555
12/12/2007|14:57:08.961442|pRunMaster|0029|01024|process is not the master, 
waiting on notification

処理 1：マスター Vault およびスレーブ Vault 間のフェールオーバーを発生させます。

マスター Vault で、statsd と Ingest Manager（AIM）サービスを停止し、Vault のフェール

オーバーを発生させます。新しいマスター Vault 上の AIM サービスは、すぐに取り込み要求

の処理を開始します。

古いマスター Vault で、root としてログインして statsd サービスを再起動し、isa としてログ

インして AIM サービスを再起動します。この Vault は新しいスタンバイになり、AIM プロセ

スは待機モードになります。

不正コンテンツ

可変ビット レート（VBR）でエンコードされたコンテンツは現在サポートされていません。固定ビッ

ト レート（CBR）のガイドラインについては、「CDS コンテンツ品質ガイドライン」（P.A-48）を参照

してください。

ネットワーク

ネットワークの 大伝送ユニット（MTU）が正しく設定されていることを確認します。ジャンボ フ
レームが CDS でイネーブルの場合、ネットワークはジャンボ フレームをサポートする必要がありま

す。ジャンボ フレームのオプションがディセーブルにされていても、ネットワークはジャンボ フレー

ムをサポートすることを推奨します。

レイヤ 2 ネットワークが CDS に使用されている場合は、スイッチおよびルータで適切な MAC アドレ

ス（ARP エントリ）を設定する必要があります。CDS の Vault および Streamer インターフェイスが同

じ VLAN 内に存在することを確認します。レイヤ 3 ネットワークを CDS に使用する場合は、対応する

デフォルト ゲートウェイがさまざまなインターフェイスおよび Stream Group に対して CDS の Vault 
および Streamer で正しく設定されていることを確認します。
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コンテンツ処理の問題

コンテンツ ソース（キャッチャー、FTP サーバなど）が Vault または ISV から到達可能であり、FTP 
を使用してコンテンツの手動転送が正しく機能することを確認します。

ネットワーク インターフェイス、ネットワーク ルーティング テーブル、ARP などのステータスの詳細

については、「ネットワーク」（P.A-18）を参照してください。

コンテンツ処理の問題
ここでは、次のコンテンツ処理の問題について説明します。

 • コンテンツのリスト表示

 • コンテンツのミラーリング

 • GOID の確認

 • トリックモードの問題

コンテンツのリスト表示

実際に保存されているコンテンツとデータベースのレポート内容を表示するには、次のコマンドを入力

します。

$ su - isa
$ cd /arroyo/db
$ ./AVSDBUtil <<- EOF > db_content_list

> 1
> 2
> 0
> EOF

$ cat db_content_list

コンテンツのミラーリング

1 台の Vault でローカルにコンテンツ ミラーリングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次の行を追加して、/home/isa/.arroyorc ファイルを修正します。

cserver_opts "vault local copy count 2"

ステップ 2 変更が /arroyo/test/vault/setupfile ファイルを伝播されたことを確認します。

行「vault local copy count 2」を setupfile ファイルに追加する必要があります。

または、調整可能なパラメータを使用してローカル ミラーリングをイネーブルにします。また、調整

可能なパラメータを使用して設定を確認することもできます。

echo 2 > /proc/calypso/tunables/vaultlocalcopycount
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（注） echo 2 コマンドを使用して調整可能なファイルでローカル ミラーリングをイネーブルにすると、ロー

カル コピー カウントが一時的に変更されるだけです。リブート時には、ローカル コピー カウントが初

期値にリセットされます。ローカル コピー カウントを 1 以外の値に永続的に設定するには、

/arroyo/test/vault/setupfile を編集するか、CDSM GUI を使用します。

2 台の Vault 間のコンテンツ ミラーリングをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 CDSM GUI で、[Configure] > [Server Level] > [Server Setup] を選択します。[Server Setup] ページが

表示されます。

詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

ステップ 2 [Server IP] ドロップダウン リストから、サーバの IP アドレスを選択します。

ステップ 3 [Vault Mirror Copies] ドロップダウン リストから、2 を選択します。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。

ステップ 5 /arroyo/test/vault/setupfile ファイルと /arroyo/log/protocoltiming.log.<date> ファイルを表示して、変

更が伝播していることを確認します。

# grep mirror /arroyo/test/setupfile 
vault mirror copies 2

# grep LocalMirror /arroyo/log/protocoltiming.log.11202007
-LocalMirror Active=0:0 comp=0% obj=0.0/s read=0b/s write=0b/s copies=1
-LocalMirror Active=0:0 comp=0% obj=0.0/s read=0b/s write=0b/s copies=1

GOID の確認

Vault および Streamer 間のグローバル オブジェクト ID（GOID）が、各サーバの GOID の総数を比較

して、正しいことを確認できません。実際には、GOID の複数のチェーンがあります。GOID チェーン

をリスト表示すると、GOID のリスト表示により、リストの末尾に問題をレポートするサマリーが提供

されるため、GOID が正しいことを確認できます。

GOID をリスト表示するには、次のコマンドを入力します。

echo 2 > /proc/calypso/tunables/cm_logserverinfo

すべての GOID チェーンをリスト表示するには、次のコマンドを入力します。

echo 4 > /proc/calypso/tunables/cm_logserverinfo

/arroyo/log/serverinfo.log.<date> ログ ファイルには、GOID に関する情報が含まれます。

（注） 破損または孤立した GOID を特定し、削除する必要はありません。CServer が破損した GOID を修復

します。孤立した GOID は、サーバがリブートすると消去されます。

トリックモードの問題

CDSM GUI と Vault setupfile ファイルのトリックモード設定を確認します。
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 • CDSM GUI から、[Configure] > [System Level] > [Ingest Tuning] を選択して、トリックモード設

定を表示します。

 • Vault の setupfile 内のトリックモード設定をチェックするには、次のコマンドを入力します。

$ grep trick /arroyo/test/setupfile 
trickspeedsv2    4 10 32 -32 -10 -4 

再生中に /arroyo/log/c2k.log.<date> ログ ファイルおよびセッション メッセージ ログをチェックし、

トリックモード ファイルがストリーミングされていることを確認します。

キャッシュフィルの問題
ここでは、次のキャッシュフィルの問題について説明します。

 • ISV の Vault および Streamer との相互運用性に関する規則

 • ネットワーク

ISV の Vault および Streamer との相互運用性に関する規則

Vault および Streamer と相互運用するには、次の規則が ISV に適用されます。

 • ISV は共存している Streamer および専用のリモート Streamer の両方のキャッシュをフィルできま

す。

 • ISV は、別の場所の ISV に関連付けられた Streamer のキャッシュをフィルすることはできません。

 • 2 台の ISV はコンテンツを相互にミラーリングできますが、ISV と Vault はコンテンツを相互にミ

ラーリングできません。

 • Vault は ISV のキャッシュをフィルできません。

ネットワーク

（注） 他のネットワークのトラブルシューティング方法については、「ネットワーク」（P.A-28）を参照して

ください。

ストリームが同じ場所で再生を停止するか、まったく再生されない場合

原因 1：ジャンボ フレームがキャッシュフィル ネットワーク スイッチでサポートされていないか、設

定されていません。

確認 1：c2k.log ファイルと rtsp.log ファイルでコンテンツの読み取りエラーを検索します。

==> /arroyo/log//c2k.log.01152008 <==
15-Jan-2008 20:42:33 UTC :out:c2k_p_setcontentbundle: stream 3 localStreamHandlePtr 00000000 remoteServer 00000000 
15-Jan-2008 20:42:33 UTC :out:c2k_p_setcontentbundlecontinue: stream 3 localStreamHandle 0 
15-Jan-2008 20:42:33 UTC :out:c2k_p_setdestination: stream 3 localStreamHandle 0 ip 0xe0016401 port 10000 
15-Jan-2008 20:42:41 UTC :out:igate goid d346434b982851 finished read 0 length e3 lastbytes b4 retries 0 reqlen 0/e3 
15-Jan-2008 20:42:41 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw header 
15-Jan-2008 20:42:41 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw EOF record 
15-Jan-2008 20:42:44 UTC :out:igate goid d346434b982851 finished read 0 length e3 lastbytes b4 retries 1 reqlen 0/e3 
15-Jan-2008 20:42:44 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw header 
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15-Jan-2008 20:42:44 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw EOF record 
15-Jan-2008 20:42:47 UTC :out:igate goid d346434b982851 finished read 0 length e3 lastbytes b4 retries 2 reqlen 0/e3 
15-Jan-2008 20:42:47 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw header 
15-Jan-2008 20:42:47 UTC :err:IGate::ReadClose(goid 0): ERROR: Never saw EOF record

==> rtsp.log <==
01/15/2008|21:43:03.585614|MyrioSession.cc|385|Successfully sent message to IPTV STB 
01/15/2008|21:43:03.585785|StreamImpl.cc|1980|***** Stream State (after Callback receipt) **** 
01/15/2008|21:43:03.585846|StreamImpl.cc|1981|Stream Position     :  = 1152089708 
01/15/2008|21:43:03.585899|StreamImpl.cc|1982|Current Operation   :  = 0 
01/15/2008|21:43:03.585957|StreamImpl.cc|1983|Operation Time (ms) :  = 1200429783585 
01/15/2008|21:43:03.586011|StreamImpl.cc|1984|Stream State        :  = stopped 
01/15/2008|21:43:03.586062|StreamImpl.cc|1985|************************************************ 
01/15/2008|21:43:03.586191|MyrioSession.cc|375|IPTV STB Message: 
ANNOUNCE * RTSP/1.0 
CSeq: 30539779 
Session: 13762563 
x-notice: 4400 "Error Reading Content Data" event-date=20080115T204303.586Z
01/15/2008|21:43:03.586259|MyrioSession.cc|385|Successfully sent message to IPTV STB

確認 2：2 台のデバイス間で ping を実行します。

1500 バイトよりも大きいパケット サイズを使用して、キャッシュフィル VLAN 上の 2 台のデ

バイス間で ping を実行します。

処理 1：ping に失敗した場合、ジャンボ フレームおよびキャッシュフィル インターフェイスが正しく

設定されていることを確認します。

ジャンボ フレームがキャッシュフィル VLAN のスイッチ ポートでイネーブルであることを確

認し、キャッシュフィル インターフェイスが Streamer と Vault で正しく設定されていること

を確認します。キャッシュフィル インターフェイスの設定については、「サーバの設定」

（P.3-61）を参照してください。

ストリーミングおよび再生の問題
ここでは、次のストリーミングおよび再生の問題について説明します。

 • ストリームのリスト表示

 • ストリーミングが存在しない場合

 • ストリーミングが再生されない場合

 • ビデオまたはオーディオの品質が低い場合

ストリームのリスト表示

さまざまな基準に基づいてストリームをモニタするには、[Monitor] > [System Level] > [Stream 
Monitor] をクリックして、CDSM GUI で [Stream Monitor] ページに移動します。詳細については、

「ストリームオブジェクトのモニタリング」（P.4-13）を参照してください。

ストリーミングが存在しない場合

ストリーミングの問題の一般的な原因は、次のとおりです。

 • サーバはオフロードの処理中である。
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 • QAM デバイスに使用できる帯域幅がない。

 • 次のいずれかの原因による調整上の障害。

 – ARP テーブルのエラー

 – QAM デバイスのダウン

 – ネットワークの問題

 • バックオフィスが CDS ContentStore との同期に失敗し、コンテンツが見つからない。

ストリーミングが再生されない場合

rtsp.log ファイルに「error reading content data.」というエントリが存在します。この場合、完了コー

ド 3 のコールバックを CServer から受信したことを意味します。

原因 1：コンテンツの一部が欠落しています。

この場合、ユーザは通常、コンテンツの一部をストリーミングできますが、特定の箇所でスト

リームが停止し、エラー メッセージが ANNOUNCE メッセージに返されます。コンテンツを 
CServer レベルで検証する必要があります。

処理 1：マルチキャスト アドレスに対して再生するよう、ストリームを設定します。

これが成功した場合、デフォルト ゲートウェイまたは到達不能なリモート クライアントが原

因のネットワーク問題が発生しています。/home/stats/ifstats ファイルを表示することで、問

題が解決したかどうかを確認できます。

処理 2：ifstats 情報が問題を検出しない場合、別のマルチキャスト IP アドレスにストリーミングして

ください。

別のコンテンツでマルチキャスト アドレスへのストリーミングを繰り返します。可能であれ

ば、正常であることがわかっているコンテンツを取り込みます。次のコマンドを使用して、破

損した GOID の protocoltiming.log.<date> を確認します。

tail -f protocoltiming.log.<latest date> | grep Goids

原因 2：宛先 QAM デバイスへの経路に問題があります。

CServer は同じ完了コードを返すため、同じエラーがアナウンス メッセージで返されます。こ

の場合、コンテンツはまったくストリーミングされません。再生要求と再生要求応答は、一般

的なサブセカンドでの分割の代わりに約 10 ～ 15 秒単位に分割されます。これは CServer が宛

先に到達する際に通過する ARP タイムアウト プロセスが原因です。ストリーム応答が失敗す

ると、CServer は完了コード 3 でコールバックします。これにより、「error reading content 
data」メッセージが表示されます。

処理 1：ストリーミングに関連するインターフェイスがアップ状態で、適切な速度で動作していること

を確認します。

CDSM GUI を使用して、[Monitor] > [Server Level] > [NIC Monitor] を選択してサーバの IP 
アドレスを選択し、参加するインターフェイスがアップ状態で、ギガビット イーサネットの

速度で動作していることを確認します。詳細については、「NIC モニタ」（P.4-29）を参照して

ください。

処理 2：マルチキャスト アドレスに対して再生するよう、ストリームを設定します。

これが成功した場合、デフォルト ゲートウェイまたは到達不能なリモート クライアントが原

因のネットワーク問題が発生しています。/home/stats/ifstats 情報を表示することで、問題が

解決したかどうかを確認できます。

処理 3：マルチキャスト アドレスへのストリーミングが失敗した場合は、Vault に到達できることを確

認します。
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/arroyo/log/protocoltiming.log.<date> ログ ファイルで、到達可能なリモート サーバの数を確

認します。さらに、キャッシュフィル問題がある場合は、re-xmit バッファに大きなメガビッ

ト値が表示されます。

また、/arroyo/log/c2k.log.<date> ログ ファイルで、到達不能な Vault を確認することもできま

す。

原因 3：c2k.log ファイルは「no streamer available, out of capacity」とレポートします。

protocoltiming.log ファイルは「remote vaults 0 caches 0」とレポートします。これは、

Streamer と Vault が相互に接続を失ったことを意味します。

処理 1：サーバで設定されたルートを確認します。

正しいルート テーブル エントリを確認するには、cat /arroyo/test/RoutingTable コマンドを

使用します。

[Configure] > [Server Level] > [Route Tables] をクリックし、CDSM GUI を使用してルーティ

ング テーブルを確認します。詳細については、「ルート テーブルの設定」（P.3-69）を参照し

てください。

処理 2：リモート サーバが正しく設定されていることを確認するには、cat 
/arroyo/test/RemoteServers を使用します。

処理 3：スイッチまたはルータのルーティング テーブルをチェックします。

ビデオまたはオーディオの品質が低い場合

ここでは、ビデオまたはオーディオの品質が低下する、次の問題について説明します。

 • ビデオが表示されない場合

 • RTSP が起動できない場合

 • ビデオの再生が停止する場合

 • STB 上でビデオが再生されない場合

 • CDS はストリーミングしているが、ビデオが STB で再生されない場合

ビデオが表示されない場合

コンテンツをクライアント デバイスにストリーミングする際、クライアント デバイスにビデオ画像が

表示されず、音声は正常に再生される場合、次のトラブルシューティングの方法を使用します。

 • 送信元が正常に動作していること、および元のコンテンツが高品質であることを確認します。

 – すべての Streamer で次のコマンドを使用し、適切なビット レートがサーバから送信されてい

ることを確認します。

/home/stats/ifstats

 – コンテンツがローカル、およびテスト クライアント デバイス（VLC クライアントなど）で再

生されることを確認します。

 – AVC プラグインを搭載した別のプレーヤーで、コンテンツの再生をテストします。

 • CDS が正しく設定されていることを確認します。

 – /arroyo/test/run ディレクトリの実行スクリプトをチェックします。ストリームの 後に到達し

た場合に Telenet がヌル パケットをストリーミングする、調整可能なセットがあります。これ

は、非 Telenet 環境ではコメント アウトするか削除する必要があります。
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 – リアルタイムの取り込みに使用するインターフェイスを CServer に設定する必要があります。

リアルタイム取り込みインターフェイスの割り込みを定義し、1 つの中央処理装置（CPU）が

取り込み用のパケット受信を受け持つようにする、いくつかの設定があります。これらの設定

がないと、パケットの順番が崩れ、ビデオ画像に問題が発生する可能性があります。

これを修正するには、cat /proc/interrupts コマンドを使用して割り込みを表示し、取り込み

に使用しているインターフェイスに関連付けられている割り込み値を見つけます。この値を把

握したら、/arroyo/test/run スクリプトに次の行を追加します。

echo 1 > /proc/irq/<interrupt value>/smp_affinity
echo <interrupt value> > /proc/calypso/test/bypass_disable_irq

Linux コマンド ラインで次の行を入力できます。また、これらの行を有効にするために、シス

テムを再起動する必要はありません。前に取り込んでいるすべてのコンテンツが無効と見なさ

れます。

RTSP が起動できない場合

RTSP バイナリ ファイルの所有者とグループ アクセス権が正しくありません。この問題を修正するに

は、次のコマンドを入力します。

# cd /home/isa/bss/bin
# chown root:root AVSRTSPServer
# chmod u+s AVSRTSPServer
# su - isa arroyo start rtsp

ビデオの再生が停止する場合

固定間隔（5 分など）の後でビデオの再生が停止する場合、CDSM GUI の [Configure] > [Server 
Level] > [RTSP Setup] ページで、ビデオが再生された間隔とセッションの非アクティブ タイムアウト

設定が一致することを確認します。

間隔が設定と一致した場合、/home/isa/bss/log/rtsp.log ファイルで非アクティブ タイムアウト間隔内の 
STB 応答を確認します。

このシナリオは、STB が応答しない場合や、STB 応答がネットワークで失われた場合に発生する可能

性があります。

STB 上でビデオが再生されない場合

関連する Streamer の /home/isa/bss/log/rtsp.log ファイルを確認してください。正常な設定要求および

応答が表示され、同じセッションで再生要求が表示されない場合は、STB による RTSP サーバへの通

信に問題があります。RTSP サーバは、セッションを有効にしておくために、ハートビートとして 
get_parameter 要求を受け取る必要があります。これが発生しなかった場合、セッションはセッション

非アクティブ タイム アウトを超過すると切断され、「session timed-out」メッセージが送信されます。

次に、設定、応答、ティアダウン、およびタイムアウト メッセージを表示する rtsp.log ファイルの例を

示します。

SETUP rtsp://10.212.16.18:554/?AssetId=CAN36099.mpg RTSP/1.0^M CSeq: 10^M User-Agent: OpenTV VOD 1^M Transport:
MP2T/DVBC/QAM;unicast;client=168892769.6501124101;destination=172.23.68.2;client_port=1^M
 
06/13/2007|20:23:33.548631|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
06/13/2007|20:23:33.548788|RTSPMsgHandler.cc|671|Current session count = 0
06/13/2007|20:23:33.548868|RTSPMsgHandler.cc|283|Created session id of:  = 1179649
06/13/2007|20:23:33.548942|StreamImpl.cc|111|Stream handle set to: = 1
06/13/2007|20:23:33.549200|StreamImpl.cc|1745|Stream setup - URL = CAN36099.mpg, downstream address = -1!0.0.0.0!172.23.68.2!1
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06/13/2007|20:23:33.549814|StreamImpl.cc|545|DSADDR - IP: 172.23.68.2,  port: 1, node: -1
06/13/2007|20:23:33.550150|QuativeSession.cc|782|SETUP Response: RTSP/1.0 200 OK^M CSeq: 10^M Session:1179649; 
timeout=300^M Transport: MP2T/DVBC/QAM;unicast;client=168892769.6501124101; destination=172.23.68.2;client_port=1^M 
Location:rtsp://10.212.16.18:554^M
06/13/2007|20:23:33.550227|QuativeSession.cc|794|Successfully sent SETUP response.
06/13/2007|20:23:33.550377|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
06/13/2007|20:23:37.313753|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:24:37.325864|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:25:37.338193|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:26:37.350250|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:27:37.362401|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:28:37.374832|RTSPMsgHandler.cc|1161|In production mode, accepting incoming SETUP requests
06/13/2007|20:29:13.075941|LivenessManager.cc|213|Session has timed-out, initiating teardown process.Session: 1179649
06/13/2007|20:29:13.076127|RTSPMsgHandler.cc|671|Current session count = 1
06/13/2007|20:29:13.076319|QuativeSession.cc|665|Message: ANNOUNCE * RTSP/1.0^M CSeq: 17956865^M Session: 1179649^M 
Notice:5402 Event-Date=20070613T182913.076Z "Client Session Terminated"^M

CDS はストリーミングしているが、ビデオが STB で再生されない場合

関連する Streamer の /home/isa/bss/log/rtsp.log ファイルで、次のメッセージ フローのいずれかを確認

します。

 • 設定要求が Quative から送信され、続いて設定 OK 応答が CDS から返されます。

 • 説明要求が STB から送信され、続いて説明 OK 応答と詳細情報が CDS から返されます。

 • 再生要求が STB から送信され、続いて再生 OK 応答が CDS から送信されます。

 • ティアダウン要求が STB から送信され、続いて CDS はティアダウンを実行します。

上記のメッセージ フローの考えられる原因は、次のとおりです。

 • STB が正しい周波数またはプログラム ID に調整されていないか、セッション リソース マネー

ジャ（SRM）が誤った情報を返している。

 • SRM が CDS に誤ったエッジ QAM デバイスを提供している。rtsp.log ファイルで、設定 RTSP 
ヘッダーの IP アドレスを確認します。

 • エッジ QAM デバイス ポート マッピングが誤っている。エッジ QAM デバイスの設定を確認しま

す。

 • 無線周波数（RF）が STB に到達していない。

次に、要求および応答メッセージを表示する rtsp.log ファイルの例を示します。

SETUP rtsp://87.231.193.114:554/?AssetId=CAN0000095932.mpg RTSP/1.0^M CSeq: 2^M User-Agent: OpenTV VOD 1^M Transport:
MP2T/DVBC/QAM;unicast;client=170027388.4312020202;destination=172.23.77.2;client_port=16^M 

11/29/2007|16:10:56.952766|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
11/29/2007|16:10:56.952938|RTSPMsgHandler.cc|644|Current session count = 0
11/29/2007|16:10:56.953163|RTSPMsgHandler.cc|311|Created session id of:  = 30801921
11/29/2007|16:10:56.953250|StreamImpl.cc|111|Stream handle set to: = 30801921
11/29/2007|16:10:56.953562|StreamImpl.cc|1733|Stream setup - URL = CAN0000095932.mpg, downstream address =
-1!0.0.0.0!172.23.77.2!16 11/29/2007|16:10:56.953736|StreamImpl.cc|563|DSADDR - IP: 172.23.77.2,  port: 16, node: -1
11/29/2007|16:10:56.954630|QuativeSession.cc|786|SETUP Response: RTSP/1.0 200 OK^M CSeq: 2^M Session: 30801921;timeout=300^M 
Transport: MP2T/DVBC/QAM;unicast;client=170027388.4312020202;destination=172.23.77.2;client_port=16^M Location: 
rtsp://87.231.193.114:554^M
 
11/29/2007|16:10:56.954730|QuativeSession.cc|798|Successfully sent SETUP response.
11/29/2007|16:10:56.954832|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
11/29/2007|16:10:57.195223|RTSPTCPListener.cc|155|Messages: DESCRIBE * RTSP/1.0^M CSeq: 90^M Session: 30801921^M 
Accept:application/sdp^M 
 
11/29/2007|16:10:57.195306|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
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11/29/2007|16:10:57.195443|RTSPMsgHandler.cc|644|Current session count = 1
11/29/2007|16:10:57.195711|ContentManager.cc|277|Calculated content duration:  = 3814142
11/29/2007|16:10:57.195834|RTSPQuativeProtocolHandler.cc|444|Describe response
11/29/2007|16:10:57.195911|QuativeSession.cc|684|Message: RTSP/1.0 200 OK^M CSeq: 90^M Session: 30801921^M 
Content-Type:application/sdp^M Content-Length: 170^M ^M v=0^M o=- 3405337857 3405337857 IN IP4 10.236.141.67^M s=RTSP 
Session^M t=0 0^M m=video 0 udp M2T^M c=IN IP4 0.0.0.0^M i=CAN0000095932.mpg^M a=type:vod^M a=range:npt=0.0-3814.142
11/29/2007|16:10:57.195975|QuativeSession.cc|694|Successfully sent message to STB
11/29/2007|16:10:57.377758|RTSPTCPListener.cc|155|Messages: PLAY * RTSP/1.0^M CSeq: 91^M Session: 30801921^M Scale: 1^M Range:npt=0-^M
11/29/2007|16:10:57.377850|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
11/29/2007|16:10:57.377986|RTSPMsgHandler.cc|644|Current session count = 1
11/29/2007|16:10:57.378120|StreamImpl.cc|1121|play(*, from: 0 to: 2147483647)
11/29/2007|16:10:57.378179|StreamImpl.cc|588|handleContent(), url: *, play content now: 1, no flush: 0
11/29/2007|16:10:57.378235|StreamImpl.cc|697|handlePlay(), loop content: 0, play content now: 1, no flush: 0
11/29/2007|16:10:57.385722|RTSPQuativeProtocolHandler.cc|403|Play response
11/29/2007|16:10:57.385838|QuativeSession.cc|684|Message: RTSP/1.0 200 OK^M CSeq: 91^M Session: 30801921^M Scale: 1^M 
Range: npt=0.000-^M
 
11/29/2007|16:10:57.385895|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
11/29/2007|16:10:57.385971|QuativeSession.cc|694|Successfully sent message to STB
11/29/2007|16:10:57.386033|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
11/29/2007|16:10:58.456207|RTSPTCPListener.cc|155|Messages:PLAY * RTSP/1.0^M CSeq: 92^M Session:30801921^M Scale: 1.0^M

11/29/2007|16:10:58.456286|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
11/29/2007|16:10:58.456450|RTSPMsgHandler.cc|644|Current session count = 1
11/29/2007|16:10:58.456595|StreamImpl.cc|1121|play(*, from: -2147483648 to: 2147483647)
11/29/2007|16:10:58.456654|StreamImpl.cc|588|handleContent(), url: *, play content now: 1, no flush: 0
11/29/2007|16:10:58.456711|StreamImpl.cc|697|handlePlay(), loop content: 0, play content now: 1, no flush: 0
11/29/2007|16:10:58.456997|StreamListener.cc|103|Call Handle: 4 Session Id:      30801921 Completion Code: 0 Error 
Code:      31 Position:        1523 Content Index:   0 Speed:           1 Play Server:     114
11/29/2007|16:10:58.457074|ModelMsg.cc|164|Starting the processing of a model msg.
11/29/2007|16:10:58.457142|RTSPMsgHandler.cc|923|Successful transition for call handle:  = 4
11/29/2007|16:10:58.457474|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
11/29/2007|16:10:58.457535|PersistenceConnection.cc|137|Repository operation successfully completed
11/29/2007|16:10:58.457602|RTSPQuativeProtocolHandler.cc|403|Play response
11/29/2007|16:10:58.457704|QuativeSession.cc|684|Message: RTSP/1.0 200 OK^M CSeq: 92^M Session: 30801921^M Scale: 1^M 
Range: npt=1.523-^M ^M

11/29/2007|16:10:58.457760|QuativeSession.cc|694|Successfully sent message to STB
11/29/2007|16:11:02.546768|RTSPTCPListener.cc|155|Messages: TEARDOWN * RTSP/1.0^M CSeq: 93^M Session: 30801921^M ^M
 
11/29/2007|16:11:02.546866|RTSPTCPListener.cc|298|Valid RTSP request received, port  = 554
11/29/2007|16:11:02.547022|RTSPMsgHandler.cc|644|Current session count = 1
11/29/2007|16:11:02.547222|QuativeSession.cc|665|Message:ANNOUNCE * RTSP/1.0^M CSeq:2^M Session:30801921^M Notice: 2405 
Event-Date=20071129T151102.547Z "Session torn down: Requested by STB"^M

セッション メッセージング
ここでは、セッションのメッセージングについて説明します。

 • ログ ファイルの検索のヒント

 • コード

ログ ファイルの検索のヒント

一般的な RTSP エラーを検索するには、次のコマンドを使用します。

grep "RTSP/1.0 4" rtsp.log
grep "RTSP/1.0 5" rtsp.log
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コンテンツの読み取りエラーを検索するには、次のコマンドを使用します。

grep "Error Reading Content Data" rtsp.log

停止したセッションを検索するには、次のコマンドを使用します。

grep "stream_session: stopped" rtsp.log

SETUP 要求を検索するには、次のコマンドを使用します。

grep "SETUP rtsp" rtsp.log

RTSP 要求と応答を照合するため、rtsp.log ファイルに CSeq ヘッダー値を使用します。

1 つの RTSP セッションの設定からティアダウンまでをトレースするには、rtsp.log ファイルでセッ

ション ヘッダー値を使用します。

コード

ANNOUNCE メソッドは、RTSP サーバがストリームの開始または RTSP セッション イベントの終了

について RTSP クライアントにシグナリングするメカニズムです。ANNOUNCE 要求には「CSeq」
ヘッダーおよび「Notice」を含める必要があります。Notice コードは次のとおりです。

 • 1103 Playout Stalled（VOD サーバからのみ）

 • 1104 Playout Resumed（VOD サーバからのみ）

 • 1500 New Scale（VOD サーバからのみ）

 • 2101 EOS (end of stream)（VOD サーバからのみ）

 • 2104 BOS (beginning of stream)：巻き戻しまたはリバース再生時に発生します（VOD サーバから

のみ）。

 • 2401 Ticket Expired：再生が停止されました（MS サーバからのみ）。

 • 4400 Error Reading Content Data：再生が停止されました（VOD サーバからのみ）。Streamer から

コンテンツ ホールまたはコンテンツ取得の遅延を参照するクライアントへ送信されます。

 • 5200 Server Resources Unavailable：再生が停止されました（MS サーバからのみ）。

 • 5402 Client Session Terminated：サーバからティアダウンが発行され、セッションは閉じました

（MS サーバからのみ）。

 • 5403 Server Shutting Down：再生が停止されました。MS サーバからの場合、セッションが閉じま

す。VOD サーバからの場合、クライアントはセッションのティアダウンを発行する必要がありま

す（初期設定のみ）。

 • 5502 Internal server error：再生が停止されました。クライアントはセッションのティアダウンを

発行する必要があります。

要求メッセージを受信および解釈した後、受信者は RTSP 応答メッセージで応答します。RTSP 応答

メッセージで返されるステータス コードは、100 ～ 599 の範囲です（RFC 2326 に基づく）。サーバが

別の値を返す場合、クライアントは範囲値に応じて、エラーを処理します。

 • 1xx：Informational：要求を受信し、処理を継続しています。

 • 2xx：Success：アクションの受信が成功、解釈および受理されました。

 • 3xx：Redirection：要求を完了するためにさらなるアクションが必要です。

 • 4xx：Client Error：要求が不正な構文を含んでいるか、または実行することができません。

 • 5xx：Server Error：サーバは有効と思われる要求を実行できませんでした。
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表 A-3 では、RTSP ステータス コードについて説明します。

表 A-3 RTSP ステータス コード 

State Code 説明

OK 200 「OK」を返します

BAD_REQUEST 400 「Bad Request」を返します

FORBIDDEN 403 「Forbidden」を返します

NOT_FOUND 404 「Not Found」を返します

METHOD_NOT_ALLOWED 405 「Method Not Allowed」を返します

NOT_ACCEPTABLE 406 「Not Acceptable」を返します

REQUEST_TIMEOUT 408 「Request Time-out」を返します

UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE 415 「Unsupported Media Type」を返します

INVALID_PARAMETER 451 「Parameter Not Understood」を返します

NO_BANDWIDTH 453 「Not Enough Bandwidth」を返します

SESSION_NOT_FOUND 454 「Session Not Found」を返します

INVALID_METHOD 455 「Method Not Valid in This State」を返します

INVALID_HEADER 456 「Header Filed Not Valid for Resource」を返します

INVALID_RANGE 457 「Invalid Range」を返します

UNSUPPORTED_TRANSPORT 461 「Unsupported transport」を返します

DESTINATION_UNREACHABLE 462 「Destination unreachable」を返します

DESTINATION_REQUIRED 463 「Destination required」（nCUBE 拡張）を返します

INTERNAL_SERVER_ERROR 500 「Internal Server Error」を返します

NOT_IMPLEMENTED 501 「Not Implemented」を返します

SERVICE_UNAVAILABLE 503 「Service Unavailable」を返します

UNSUPPORTED_VERSION     505 「RTSP Version not supported」を返します

UNSUPPORTED_OPTION 551 「Option not supported」を返します

セッション設定失敗（SSF）に関する NGOD 拡張

SSF_ASSET_NOT_FOUND 771 「Server Setup Failed - Asset Not Found」を返します

SSF_SOP_NOT_AVAILABLE 772 「Server Setup Failed - SOP Not Available」を返します

SSF_UNKNOWN_SOP_GROUP 773 「Server Setup Failed - Unknown SOP Group」を返しま

す

SSF_UNKNOWN_SOP_NAMES 774 「Server Setup Failed - Unknown SOP Names」を返しま

す

SSF_INSUFF_VOLUME_BW 775 「Server Setup Failed - Insufficient Volume Bandwidth」を返

します

SSF_INSUFF_NETWORK_BW 776 「Server Setup Failed - Insufficient Network Bandwidth」を返

します

SSF_INVALID_REQUEST 777 「Server Setup Failed - Invalid Request」を返します

SSF_INTERNAL_ERROR 778 「Server Setup Failed - Internal Error」を返します
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データベースの問題
ここでは、次のデータベースの問題とトラブルシューティング方法について説明します。

 • データベースのレプリケーション

 • 破損の回復

データベースのレプリケーション

ここでは、次のデータベースの問題について説明します。

 • CDSM GUI がすべての取り込まれたコンテンツをレポートしない場合

 • ログ ファイルでのエラー

 • 大量のログ ファイル

CDSM GUI がすべての取り込まれたコンテンツをレポートしない場合

初にパッケージがまだ期限切れになっていないことを確認します。

次に、次のコマンドを使用して、CDSM データベース ログのインデックス エラーをチェックします。

$ grep index /arroyo/log/avsdb.log.20071106

11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976
11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976
11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976
11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976
11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976
11-06-2007 07:54:22PM:db_error DB_SECONDARY_BAD:Secondary index inconsistent with primary -30976

出力例は、サーバ時刻の同期外れ、ネットワーク接続の問題、サーバの障害、または他の同様の問題の

ため、Vault および CDSM データベースが同期されていないことを示します。

解決方法については、「破損の回復」（P.A-41）を参照してください。

ログ ファイルでのエラー

「FSI_ENV:XX:YY was not found in the database」エラーがログに繰り返し記録される場合（次の例を

参照）、この問題には 2 つの原因が考えられます。

03/22/2007|02:23:37.041319|../database/DbAlgorithms.h|142|2051| DEBUG_V: DbAlgorithms::get(__dataset="FSI_ENV:99:102")
03/22/2007|02:23:37.041508|../database/DbAlgorithms.h|152|2051| DEBUG_V: DbAlgorithms::get(__dataset=FSI_ENV:99:102): Received 1484 bytes 
from database socket.
03/22/2007|02:23:37.041606|../database/DbAlgorithms.h|175|2051| DbAlgorithms::get(__dataset=FSI_ENV:99:102): 'FSI_ENV:99:102' was not found 
in the database.

原因 1：データベースが同期されていない。

CDSM に FSI 設定を入力済みで、FSI がまだこのメッセージを出力している場合、設定は FSI 
プロセスが実行されているサーバに複製されていません。

原因 2：FSI 設定がデータベースに存在しない。

FSI プロセスは既存のデータベースの設定なしで内部デフォルトを使用して実行できます。
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次のいずれかの条件が存在する場合は、データベース複製エラーが発生したことを示します。

 • /home/isa/Berkeley/DATADIR ディレクトリに、log.00000XXXX と同様のファイル名の大量のロ

グ ファイルがあります。

 • データベースを開始できませんでした。詳細については、「サービス モニタ」（P.4-33）を参照して

ください。

 • サーバ間の双方向接続は失われます。「必要なサービスが開始されない、または適切に実行されな

い場合」（P.A-23）を参照してください。

 • 次のエラー メッセージが /arroyo/log/avsdb-err.log.yyyyMMdd ファイルに記載されています。

tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region

# tail -f avsdb-err.log.20081111
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region
tavsdb: unable to allocate memory for mutex; resize mutex region

 • /home/isa/Berkeley/DATADIR/REPLAY.db ファイルは数 GB に増加します。

$ ls -ltr
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002824
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002825
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002826
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002837
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002838
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002839
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002841
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002840
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002843
-rw-r----- 1 isa isa   10485760 Nov 11 17:46 log.0000002842
-rw-r--r-- 1 isa isa 5726769152 Nov 12 15:23 REPLAY.db

解決方法については、「破損の回復」（P.A-41）を参照してください。

破損の回復

注意 煩雑なデータベースの変更を加える前に、ティア 3 サポートにエスカレーションしてください。

CDSM データベースが破損しており、Vault データベースは破損していない場合、次の手順を実行しま

す。

ステップ 1 root ユーザとして、CDSM データベースを停止します。

# /usr/bin/db_shutdown

ステップ 2 データベースがシャットダウンされていることを確認します。
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# ps -ef | grep avsdb 
isa 2646 1 0 Jan09 ? 00:14:50 /arroyo/db/avsdb
root 26088 26059 0 13:23 pts/1 00:00:00 grep avsdb 

返される avsdb プロセスがないことを確認します。avsdb がハングした場合、kill コマンドにプロセス 
ID（上記の例では 2646）を使用します。

# kill -9 2646

ステップ 3 /arroyo/db/DATADIR ディレクトリからすべてのファイルを削除します。

ステップ 4 root ユーザとして、Vault データベースを停止します。

# /usr/bin/db_shutdown

ステップ 5 データベースがシャットダウンされていることを確認します。

# ps -ef | grep avsdb 

ステップ 6 Vault から CDSM に /arroyo/db/DATADIR ディレクトリのすべてのファイルをコピーします。

ステップ 7 root ユーザとして、Vault データベースを再起動します。

# su - isa
# ps -ef | grep avsdb

ステップ 8 root ユーザとして、CDSM データベースを再起動します。

# su - isa
# ps -ef | grep avsdb

ステップ 9 CDSM の設定をチェックし、設定パラメータが失われていないことを確認します。

高度な機能およびアプリケーション
ここでは、メディア スケジューラ機能（ライブ マルチキャスト取り込み）について説明します。

ライブ マルチキャスト取り込み

ライブ マルチキャスト取り込みはメディア スケジューラ機能またはリアルタイム キャプチャ機能の一

部として使用できます。

メディア スケジューラによる取り込み 
ライブ マルチキャスト取り込みにメディア スケジューラを使用する場合は、次の手順を実行する必要

があります。

1. [CDSM Setup] で、メディア スケジューラおよび Ingest Manager の両方を [On] に設定して、ライ

ブ取り込みをイネーブルにします。詳細については、「CDS の初期化およびオプション機能のアク

ティブ化」（P.2-3）を参照してください。

2. 入力チャネルを設定するには、[CDSM Input Channels] ページを使用します。詳細については、

「入力チャネルの設定」（P.3-25）を参照してください。

3. 電子番組ガイド（EPG）をインポートして、チャネルのスケジュールをアップロードします。詳細

については、「EPG ファイルのアップロード」（P.7-10）を参照してください。
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メディア スケジューラを使用しない取り込み 
ライブ マルチキャスト取り込みにリアルタイム キャプチャを使用する場合は、次の手順を実行する必

要があります。

1. [CDSM Setup] ページで、[Ingest Manager] を [On] に設定し、[Real-Time Capture Type] を 
[Real-Time Capture (non-Media Scheduler)] に設定することで、ライブ取り込みをイネーブルにし

ます。Ingest Manager をアクティブにします。Ingest Manager はオプション機能であるため、アク

ティベーション キーが必要です。詳細については、「CDS の初期化およびオプション機能のアク

ティブ化」（P.2-3）を参照してください。

2. [CDSM CallSign Setup] ページを使用して、マルチキャスト IP アドレスにコール サインを設定し

ます。

取り込みのトラブルシューティング

メッセージ「ERROR: Unable to login to the ftp location」が /home/isa/bss/log/aim.log ファイルに存在

する場合、ps -ef | grep ftp コマンドを使用して Ingest Manager に設定されている FTP サーバを確認し

ます。FTP サービスが動作していない場合は、service vsftpd start コマンドを入力して FTP サービス

を起動します。

よくあるご質問
よくあるご質問（FAQ）の回答の多くは ISV システムに基づくものです。ただし、ガイドラインは 
Vault および Streamer にも簡単に応用できます。具体的な内容は、次のとおりです。

 • 信頼性および可用性

 • サービスアビリティおよび管理性

 • コンテンツ

 • その他

信頼性および可用性

Q. どのようにして、ストリームの復元力をイネーブルにできますか ?

A. Engineering アクセス権限で CDSM にログインします。[CDSM Setup] ページが表示されます。

[Stream Failover Support] を [ON] にして、[Submit] をクリックします。詳細については、

「CDSM または VVIM 設定」（P.D-3）を参照してください。

Q. どのようにして、データベースが正常に動作していることを確認できますか ?

A. データベースを開始すると、2 つのソケット（リスニングと非リスニング）がポート 9999 でリ

モート サーバのデータベースに接続されます。これは、netstat -an | grep 9999 コマンドを使用し

て確認できます。

たとえば、次の netstat コマンドの出力では、サーバ（172.22.97.194）には 4 台のリモート サーバ

（172.22.97.192、172.22.97.193、172.22.97.195、および 172.22.97.191）をエコーする、ポート 
9999 でバインドしているリスニング ソケットと非リスニング ソケットがあることを示していま

す。

# netstat -an|grep 9999 
tcp 0 0 172.22.97.194:9999 172.22.97.195:48652 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:9999 172.22.97.191:42732 ESTABLISHED 
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tcp 0 0 172.22.97.194:54563 172.22.97.195:9999 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:39342 172.22.97.191:9999 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:9999 172.22.97.192:40207 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:41815 172.22.97.192:9999 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:9999 172.22.97.193:33196 ESTABLISHED 
tcp 0 0 172.22.97.194:43269 172.22.97.193:9999 ESTABLISHED 
tcp 0 0 

各リモート サーバに対して、ポート 9999 でバインドしているリスニング ソケットと非リスニング 
ソケットが確認できない場合、データベースが正しく動作していません。/home/isa/.arroyorc ファ

イルに正しい複製グループ メンバーが記載されていることを確認します。

サービスアビリティおよび管理性

Q. Calypso サーバ ステータスを確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、cat /proc/calypso/status/server_settings コマンドを入力しま

す。

Q. どのようにして、中央処理装置（CPU）を確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、cat /proc/cpuinfo コマンドを入力します。

Q. どのようにして、カーネル ネットワーク ドライバのバージョンを確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを使用して e1000.ko ファイルをリスト表示して、

ファイルが作成された日時を確認します。

ls -l /lib/modules/<current running kernel name>/kernel/drivers/net/e1000/e1000.ko

次に、e1000.ko ファイルがカーネル 2.5.18-53.el5.kernel.2_6_18.2009.01.08.01 に基づく例を示し

ます。

# ls -l /lib/modules/2.6.18-53.el5.kernel.2_6_18.2009.01.08.01/kernel/drivers/net/e1000/e1000.ko 
-rw-r--r-- 1 root root 2617502 Jan 8 18:13 
/lib/modules/2.6.18-53.el5.kernel.2_6_18.2009.01.08.01/kernel/drivers/net/e1000/e1000.ko 

Q. どのようにして、CDSM 上の Apache サーバを停止、起動、および再起動できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# /arroyo/www/bin/apachectl stop
# /arroyo/www/bin/apachectl start
# /arroyo/www/bin/apachectl restart

Q. どのようにして、Streamer のスタティック ARP テーブルを確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# cat /arroyo/test/ArpTable
ip 192.168.2.42 mac 000000000002
ip 192.168.2.43 mac 000000000002

Q. どのようにして、ARP Table ダンプ ファイルを表示できますか ?
# echo 1 > /proc/calypso/test/arp_dumpstate
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Q. どのようにして、リブート後にカーネル デバッガ（KDB）からシステムを回復できますか ?

A. サーバがリブートする代わりに KDB ツールを起動する場合、次のように /etc/grub.conf ファイル

を修正します。

kdb=off panic=1 
kernel /boot/vmlinuz-2.4.32avs ro root=/dev/hda1 console=tty0 console=ttyS0,115200 
kdb=off panic=1

Q. サーバが障害後に再起動する際に KDB プロンプトが表示された場合は、どうしたらよいですか ?

A. シングル ユーザモードで起動します（「カーネル クラッシュ」（P.A-15）を参照）。

Q. どのようにして、コンテンツのホールを確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# echo 2 > /proc/calypso/tunables/cm_logserverinfo
# cat /arroyo/log/serverinfo.log.01132009

出力の 後の 2 行を確認します。ホールがない場合、 後の 2 行は次のとおりになります。

BeingDeleted=0 HasHoles=0 CopyHoles=0 SectorHoles=0
Object Status Check Complete.

Q. どのようにして、Streamer にキャッシュされたビデオ ブロック（データ キャッシュ）をクリアで

きますか ?

A. サーバに root としてログインし、echo 1 > /proc/calypso/test/clearcache コマンドを入力します。

Q. どのようにして、メモリ内のデータ キャッシュをクリアできますか ?

A. サーバに root としてログインし、echo 1 > /proc/calypso/test/clearmem コマンドを入力します。

（注） このコマンドを使用する前に実行されているストリームがないことを確認します。スト

リームがある場合、メモリ内のデータ キャッシュはクリアされません。

Q. どのようにして、すべてのストリームを破棄できますか ?

A. サーバに root としてログインしてサービスを停止し、データベース テーブル ディレクトリに移動

してセッション テーブルを削除し、サービスを再起動します。

# arroyo stop
# cd /home/isa/bss/database/DATADIR
# rm RTSP_SESSION.db, RTSP_ANNEX.db 
# arroyo start

すべてのセッションが削除され、サービスが再起動されると、関連するセッションがないすべての

ストリームが停止します。

Q. どのようにして、データベースから個別のストリームを削除できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# su – isa 
$ cd bss/database
$ ./AVSDBUtil

5 -> RTSP SESSIONS
2 -> GET ALL SESSIONS
1 -> DELETE SESSIONS
Enter the Session Handle:
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Q. 上記のいずれの方法も成功しないときは、どのようにしてすべてのストリームを破棄できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

[root@ssv3 root]# /usr/bin/db_shutdown
[root@ssv3 root]# ps –ef |grep avs

すべての avs プロセスが停止するまで待ち、サーバをリブートします。

[root@ssv3 root]# reboot

Q. どのようにして、ルーティング テーブルとゲートウェイを確認できますか ?

A. サーバに root としてログインし、/arroyo/test/RoutingTable ファイルを確認します。

# cat /arroyo/test/RoutingTable 
default gateway 192.169.131.250 
network 192.169.131.0 netmask 255.255.255.0 gateway 0.0.0.0 
default cache gateway 192.169.131.250 
local cache network 192.169.131.0 netmask 255.255.255.0 

コンテンツ

Q. どのようにして、破損していると思われるコンテンツ ストリーム（マクロブロックがある、スト

リームが停止して再開する、など）の情報を取得できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# echo 2 > /proc/calypso/tunables/cm_logserverinfo
# cat /arroyo/log/serverinfo.log.01132009

出力行の 後の部分をチェックし、現在のコンテンツ状態を確認します。

Object Count=37708 LengthUnknown=0 
CouldNotRepair=0 IsDamaged=0 BeingRepaired=0 BeingCopied=0 
needCrcValidate=37708 isFragFlag=0 isFragd=0 Defrag=0 Smooth=0 
BeingFilled=0 OutOfService=0 NeedsISACheck=0 
BeingDeleted=0 HasHoles=0 CopyHoles=0 SectorHoles=0 
Object Status Check Complete. 

Q. どのようにして、コンテンツ オブジェクトに「ホール」があるかどうかがわかりますか ?

A. サーバに root としてログインし、/var/log/debugmessages を表示します。GOID およびコンテンツ 
ホールに関するデバッグ メッセージ ファイル内にメッセージがあります。

Q. コンテンツの取り込みが動作しない場合は、どうしたらよいですか ?

A. サーバに root としてログインし、less /home/isa/ContentStore/server/GenericLog.log コマンド

を入力し、異常を示すログを参照してください。

Q. どのようにして、アクティブな取り込み状態にある、「スタック」した取り込みを削除できますか
?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# su - isa
$ ./arroyo/db/AVSDBUtil
log4cxx: No appender could be found for logger (cdscommon.db).
log4cxx: Please initialize the log4cxx system properly.
***************************************
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       1: CONTENT        
       2: FSI LOG        
       3: FSI LPI        
       4: RTSP Config    
       5: RTSP SESSIONS  
       0: EXIT           

Enter [1/2/3/4/5] or 0? : 
***************************************

[1 (CONTENT)] オプションを選択します。次のメニューで、[1 (DELETE CONTENT)] オプショ

ンを選択します。「スタック」した取り込みのコンテンツ ID を入力し、Linux のプロンプトに戻る

まで、各メニューで exit オプションを選択します。

Q. どのようにして、コマンド ラインからコンテンツを手動で取り込めますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# su - isa
# cd ~/SDClient

ローカル IP アドレスの SDClient.cfg ファイルを更新します。

# ./sdClient

[SDClient] メニューに従います。

その他

Q. どのようにして、CServer コードコンフィギュレーション ファイルを表示できますか ?

A. サーバに root としてログインし、cat /arroyo/test/<server type>/setupfile コマンドを入力します。

サーバ タイプは、vault、streamer、または ssv のいずれかです。

# cat /arroyo/test/<server type>/setupfile
# CServer core configuration.  Changes to this file require
# a server reboot.

local 0 0 2 remote 0 0 2 fill 3 1 maxrate 900000 localip 0c0a80040
localip 0c0a80040
e1000 adapters: maxrate 965
e1000 0: streaming 1 fill 0
e1000 1: streaming 1 fill 0
e1000 3: streaming 0 fill 1

streamer 1 vault 1
serverid        64
groupid         64
maxpacketsize   1316
management      eth0
ingest          eth0
trickspeedsv2    10 0 0 0 0 0 0 0
ftpout if eth0 max utilization mbps 0 max sessions 0
fake cylindermap 1
test 4

Q. どのようにして、サーバのサブシステムが過負荷であるかどうかがわかりますか ?

A. .arroyo.log.protocoltiming.log.<date> ファイルを表示します。「COST REQUEST NO 
CAPACITY:」メッセージが表示された場合は、サーバの容量が不足し、新しいストリーミング要

求を受け入れることができないことを意味します。
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また、/arroyo/log/c2k.log.<date> ファイルに次のような行が表示される場合があります。

01-May-2007 17:40:44 UTC :err:ServeStream::reserveStream: refused streamhandle 4 for 
goid a445c9780e7f8f due to its load 3750, current load 0

このエントリは、通常、リンクされたストリーム ポートが存在しないことを示します。

/arroyo/log/protocoltiming.log.<date> ファイルの 10 秒間のスナップショットには、主なサブシス

テム（LAN、メモリ、CPU など）ごとの負荷値を表示する行が含まれます。サブシステムの 1 つ
が 100 を示している場合、そのサブシステムは問題が発生している可能性があるサブシステムで

す。

Q. どのようにして、デバッグをイネーブルにできますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# su - isa
# cd ~/StreamsDriver
# touch DEBUGGING_ON
# ~/IntegrationTest/debugging_on_off
#./stop_driver
#./run_driver

Q. どのようにして、/arroyo/test/RemoteServers からリモート サーバを更新できますか ?

A. サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# echo 1 > /proc/calypso/test/readremoteservers

CDS コンテンツ品質ガイドライン
具体的な内容は、次のとおりです。

 • サポートされる基本的なストリーム タイプ

 • スクランブリング

 • 転送ビット レート

 • ストリームの長さ

 • フォーマットの制限

 • 推奨フォーマット

サポートされる基本的なストリーム タイプ

通常のオーディオおよびビデオの多重送信に加えて、ビデオのみ、オーディオのみ（少数または一時的

なビデオ フレームがあるだけのオーディオ ストリームを含む）およびデータのみのストリームもサ

ポートされています。

スクランブリング

トランスポート層にスクランブルをかけることはできません。つまり、転送ヘッダーおよびアダプテー

ション フィールドは暗号化してはいけません。すべての開始コードを含めて、エレメンタリ ストリー

ム（ES）に完全にスクランブルがかけられているストリームは、取り込みされ、ストリーミングでき

ますが、トリック プレイができません。
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トリックプレイを可能にする場合、次の項目にスクランブルをかけることはできません。

 • Packetized Elementary Stream（PES）ヘッダー

 • プログラム アソシエーション テーブル（PAT）およびプログラム マップ テーブル（PMT）

 • クローズドキャプション データ（スクランブルをかけた場合、データはトリックに正しく含まれ

ません）

転送ビット レート 
すべてのトランスポート ストリームは固定ビット レート（CBR）です。可変ビット レート（VBR）

はサポートされていません。 大ビット レートは 35 Mbps です。 小ビット レートはありません。ES 
ビデオ ビット レートは、MPEG-2 シーケンス ヘッダーで指定されているように、無視されます。個々

の ES のビット レートは重要ではありません。個々の ES（特にビデオ）の CBR は不要です。必要なこ

とは、集約トランスポート ストリームが CBR であることだけです。

MPEG-2 または AVC ビデオを含むストリームは、ISO/IEC 13818-1 および 14496-10 に記載されてい

る適切なバッファ モデルに準拠する必要があります。

ストリームの長さ 
すべてのコンテンツの長さは 1 秒以上である必要があります。コンテンツ アイテムは 12 時間より短

く、81 GB より小さい必要があります。

フォーマットの制限

Advanced Video Coding（AVC）、H.264 および MPEG-4 には、次のフォーマット制限があります。

 • シーケンス パラメータ セット（SPS）の seq_parameter_set_id フラグはゼロでなければなりませ

ん。

 • SPS の pic_order_count_type フラグはゼロでなければなりません。

 • SPS の seq_scaling_matrix_present_flag はゼロでなければなりません。

 • SPS の profile_idc フラグは、Baseline、Main、または High のみである必要があります。

推奨フォーマット 
次のガイドラインを使用することで、システムのパフォーマンス、トリックの品質、およびトリックの

遷移が向上します。

1. すべてのコンテンツはシングル プログラム トランスポート ストリーム（SPTS）としてエンコード

する必要があります。複数のプログラム（Picture-in-Picture（PIP）のストリームなど）を含める

必要がある場合は、「実際の」プログラムを 小のプログラム番号でエンコードするようにしてく

ださい。

2. すべてのコンテンツは『Content Encoding Profiles 2.0 Specification』
（MD-SP-VOD-CEP2.0-I02-070105）のセクション 6.7.5 に指定されているプロセス ID（PID）番

号に従う必要があります。ただし、音声およびビデオの PID は 0x20 を上回っている必要がありま

す。
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CDS コンテンツ品質ガイドライン

3. すべてのコンテンツには、 初のオーディオまたはビデオ フレームの前にプログラム アソシエー

ション テーブル（PAT）、次にプログラム マップ テーブル（PMT）、その次にプログラム クロック

基準（PCR）を付与する必要があります。オプションで、不連続ビットを設定できます。

4. すべてのコンテンツは PCR およびビデオの両方と同じ PID を使用する必要があります。

5. すべてのコンテンツは MPEG-2 では閉じられている画像グループ（GOP）、AVC では 
Instantaneous Decoder Refresh（IDR）フレームから開始されます。この 初のフレームには、

MPEG-2 ではシーケンス ヘッダー、AVC では SPS が常に付与されます。

6. 比較的滑らかな見た目のトリック モードを保証するには、I/IDR フレーム周波数を毎秒 8 以上にす

る必要があります。 小トリック速度が 4x 以下の場合、I/IDR フレーム周波数は 2 以上になりま

す。2 つの I/IDR フレームの間隔が 2 秒を超えてはいけません。

7. 各 I フレームの前に、シーケンス ヘッダーおよび GOP ヘッダーを付与する必要があります

（MPEG-2 ビデオで存在する場合）。各 I/IDR フレームの前に、H.264 ビデオ用の SPS およびピク

チャ パラメータ セット（PPS）を付与する必要があります。

8. 同じ転送パケットに、複数のビデオ フレームのフレーム データを混在させることは避けてくださ

い。具体的には、次フレームの Packetized Elementary Stream（PES）パケット ヘッダーに続く前

フレームのデータは存在しません。この規則を破ると、エンコードの効率はわずかに向上します

が、特定のセットトップ ボックス（STB）でのトリックの品質が低下します。

9. すべてのコンテンツは、水平解像度およびビデオ解像度、およびコンテンツの途中でのエンコード 
パラメータの変更がない単一シーケンスとしてエンコードされる必要があります。

10. GOP のサイズは可変ですが、GOP は通常 2 秒を超えることはできません。長い GOP を使用する

とエンコードの効率が向上する可能性がありますが、低速のトリック（3x、4x）の品質が低下す

る可能性があります。

11. I フレームのペアまたは P フレームのペア間で、4 つ以下の B フレームが使用されます。

12. コンテンツの継続性カウンタ エラーを発生させないようにします。

13. 初の PCR のオプション以外に、コンテンツに不連続性がないようにします。

14. ストリーム全体で、ISO/IEC 13818-1 で示されている PCR の精度要件（100 万分の 5（5 ppm）の

誤差）に従う必要があります。

15. オーディオおよびビデオは、指定された適切なターゲット バッファ モデルをオーバーフローさせ

ないようにする必要があります。

16. MPEG-2 標準画質（SD）ビデオが 3.75 Mbps になるタイミングで使用する適切なビット レート。

17. MPEG-2 高解像度（HD）ビデオが 15 Mbps になるタイミングで使用する適切なビット レート。

18. AVC の送信用に適切なビット レートが確立されますが、MPEG-2 ビット レートの少なくとも半分

であると予想されるため、特定の推奨事項を提供できません。

19. PMT 内で指定されていないコンテンツに PID がある場合があります。このような使用はこのマ

ニュアルの範囲を超えています。

20. すべての PAT と PMT は同一で、全体的に同じバージョン番号である必要があります。

21. CDS は、30 Mbps の MPEG-2 ビデオ エンコードをサポートしています。

22. 1 秒間の同期外れが 3 回検出された場合、コンテンツはフィルタ処理されます。

23. 5 秒間のヌル フレームが検出された場合、コンテンツはフィルタ処理されます。
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A P P E N D I X B
バルク コンフィギュレーション ファイルの作
成

この付録では、バルク コンフィギュレーション機能について説明します。次のトピックで構成されて

います。

 • 「はじめに」（P.B-1）

 • 「QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-2）

 • 「ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-4）

 • 「ルート テーブルのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-5）

 • 「SNMP エージェントのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-6）

 • 「DNS サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-7）

 • 「NTP サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-8）

 • 「FSI 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-9）

 • 「RTSP 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成」（P.B-10）

 • 「バルク コンフィギュレーション XML スキーマ」（P.B-13）

はじめに
バルク コンフィギュレーションでは、XML ファイルを使用してすべてのサーバに共通のパラメータを

一度に設定できます。次に、バルク コンフィギュレーションが可能な CDSM GUI 設定ページを示しま

す。

 • QAM Gateway

 • Headend Setup 

 • Stream Destination

 • NTP Server

 • Server DNS

 • SNMP Agent

 • Route Table

 • RTSP Setup

 • FSI Setup
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QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成

（注） オプションのバルク コンフィギュレーション機能をイネーブルにするには、「バルク コンフィギュレー

ション」（P.D-4）を参照してください。

QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレーション ファイ
ルの作成

[QAM Gateway] ページは、QAM デバイス（IP アドレス）を識別し、Stream Group のプリファレンス

を設定するために使用します。レイヤ 2 ネットワークでは、各 Stream Group と Streamer のネクスト 
ホップ MAC アドレスを指定するオプションがあります。

（注） バルク コンフィギュレーション機能を使用して QAM ゲートウェイおよびヘッドエンド設定を設定に

する前に、すべての Streamer を Stream Group に関連付ける必要があります。Stream Group の詳細に

ついては、「Stream Group の設定」（P.3-30）を参照してください。

表 B-1 に、ギガビット イーサネット ストリーミングの QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレー

ション ファイルの要素について説明します。

属性の値については、「QAM ゲートウェイの設定」（P.3-4）を参照してください。ServerID および 
GroupID 属性はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID 
として表示されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。 
 

Preference 属性には、High または None の値を設定します。これらの値では大文字と小文字が区別さ

れます。

表 B-1 ギガビット イーサネット QAM ゲートウェイのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

QAMList QAM — QAM デバイスの開始および終了を

マークします。

QAM QAMStreamGroupPreference IP QAM デバイスを定義します。

QAMStreamGroupPreference Server StreamGroupName 
QAMMAC 
Preference

Stream Group を QAM デバイスに

マッピングします。QAMMAC 属性

はオプションで、レイヤ 2 ネットワー

クにのみ使用されます。

Server — ServerID 
GroupID 
QAMMAC

オプション。QAM デバイスの MAC 
アドレスを Streamer にマッピングし

ます。レイヤ 2 ネットワークのみで使

用します。
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ヘッドエンド設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成  

次は、[QAM Gateway] ページを入力するために使用するバルク コンフィギュレーション ファイルの

例を示しています。例では、レイヤ 2 ネットワークに対して QAMStreamGroupPreference にオプショ

ンの QAMMAC 属性、およびオプションの Server 要素を使用して、ネクスト ホップ MAC アドレスを

指定します。

<QAMList  xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <QAM IP="1.1.1.1">
      <QAMStreamGroupPreference StreamGroupName="SG1" QAMMAC="00:00:00:00:00:01" Preference="High">
             <Server ServerID="50" GroupID="1" QAMMAC="00:00:00:00:00:11" />
       </QAMStreamGroupPreference>            
      <QAMStreamGroupPreference StreamGroupName="SG2" QAMMAC="00:00:00:00:00:02" Preference="None">
              <Server ServerID="55" GroupID="1" QAMMAC="00:00:00:00:00:11" />
     </QAMStreamGroupPreference >
      <QAMStreamGroupPreference StreamGroupName="SG3" QAMMAC="00:00:00:00:00:03" Preference="None"/>
   </QAM>
    <QAM IP="1.1.1.2">
      <QAMStreamGroupPreference StreamGroupName="SG1" QAMMAC="00:00:00:00:00:01" Preference="None"/>
      <QAMStreamGroupPreference StreamGroupName="SG2" QAMMAC="00:00:00:00:00:02" Preference="High"/>
    </QAM>
</QAMList>

ヘッドエンド設定のバルク コンフィギュレーション ファイ
ルの作成

[Headend Setup] ページのバルク コンフィギュレーション ファイルは、サービス グループから Stream 
Group へのマッピングで構成されています。表 B-2 に、ヘッドエンド設定用バルク コンフィギュレー

ション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「ヘッドエンドの設定」（P.3-7）を参照してください。次に、[Headend Setup] 
ページを入力するために使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Headend
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="4666669" StreamGroup="NEWTEST" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="4666668" StreamGroup="s234" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="4666664" StreamGroup="NEWTEST" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="4666663" StreamGroup="s234" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="1666669" StreamGroup="NEWTEST123" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="1666668" StreamGroup="s234" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="1666664" StreamGroup="NEWTEST" />
    <ServiceGroupToStreamGroup ServiceGroup="1666663" StreamGroup="s234" />
</Headend>

表 B-2 ヘッドエンド設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

Headend ServiceGroupToStreamGroup — サービス グループから Stream Group へ
のマッピングの開始および終了をマーク

します。

ServiceGroupToStreamGroup — ServiceGroup 
StreamGroup

サービス グループを Stream Group に
マッピングします。
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ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成

ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイル
の作成

[Stream Destination] が [IPTV] に設定されている場合、[QAM Gateway] および [Headend Setup] ペー

ジの代わりに [Stream Destination] ページが表示されます。詳細については、「ストリーム宛先」

（P.D-4）を参照してください。[Stream Destination] ページでは、サブネットワークを Stream Group に
関連付けます。

表 B-3 に、ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「ストリーム先の設定」（P.3-8）を参照してください。

（注） Preference 属性には、High または None の値を設定します。これらの値では大文字と小文字が区別さ

れます。

次に、[Stream Destination] ページへの入力に使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例

を示しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<StreamDestinationList 
     xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs">
     <StreamDestination SubnetAddress="132.2.2.0" SubnetMask="255.255.255.0" >
          <StreamGroupPreference StreamGroupName="NEWTEST" Preference="High" />
          <StreamGroupPreference StreamGroupName="s234" Preference="None" />
     </StreamDestination>
     <StreamDestination SubnetAddress="130.10.10.0" SubnetMask="255.255.255.0" >
          <StreamGroupPreference StreamGroupName="s234" Preference="High" />
          <StreamGroupPreference StreamGroupName="NEWTEST" Preference="None" />
     </StreamDestination>
</StreamDestinationList>

表 B-3 ストリーム宛先のバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

StreamDestinationList StreamDestination — IPTV に定義されたサブネッ

トの開始および終了をマー

クします。

StreamDestination StreamGroupPreference SubnetAddress 
SubnetMask

サブネットを定義します。

StreamGroupPreference — StreamGroupName 
Preference

Stream Group をサブネット 
アドレスにマッピングしま

す。
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ルート テーブルのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成   

ルート テーブルのバルク コンフィギュレーション ファイル
の作成

[Route Table] ページでは、サーバの複数のサブネットを定義できます。詳細については、「ルート テー

ブルの設定」（P.3-69）を参照してください。

表 B-4 に、[Route Table] ページのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「ルート テーブルの設定」（P.3-69）を参照してください。ServerID および 
GroupID 属性はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID 
として表示されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。

RouteType 属性に設定できる値は、cServer Source、cServer Destination、または Stream Control で
す。これらの値では大文字と小文字が区別されます。

次に、[Route Table] のページへの入力に使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例を示

します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RouteTableList   xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
 
     <RouteTable>
        <Server ServerID="ALL" GroupID="ALL"/>
        <Route Network="3.2.3.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="3.2.5.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.1" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="3.2.6.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source"/>
        <Route Network="4.2.7.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="5.2.8.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="2.2.9.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="6.2.10.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="7.2.21.0" SubnetMask="255.255.d255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
     </RouteTable>
 
     <RouteTable>
        <Server ServerID="50" GroupID="1111"/>

表 B-4 ルート テーブルのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

RouteTableList RouteTable — 定義されたルートの開始および終了をマークし

ます。

RouteTable Server 
Route

— ルート テーブルを定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。

Route — Network 
SubnetMask 
Gateway 
RouteType

ルートを定義します。
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SNMP エージェントのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成

        <Server ServerID="51" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="52" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="53" GroupID="1111"/>
        <Route Network="120.2.3.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.4.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.11" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.5.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.1" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.120.2.6" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.7.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.8.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.9.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.10.0" SubnetMask="255.255.255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
        <Route Network="120.2.21.0" SubnetMask="255.255.d255.0" Gateway="1.1.1.10" RouteType="cServer Source" />
     </RouteTable>

</RouteTableList>

SNMP エージェントのバルク コンフィギュレーション ファ
イルの作成

[SNMP Agent] ページは SNMP 通信の設定に使用します。表 B-5 に、[SNMP Agent] ページのバルク 
コンフィギュレーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「SNMP エージェントの設定」（P.3-73）を参照してください。ServerID および 
GroupID 属性はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID 
として表示されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。

次に、[SNMP Agent] ページへの入力に使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例を示

します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SNMPAgentList 
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >

表 B-5 SNMP エージェントのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

SNMPAgentList SNMPAgent — 定義された SNMP エージェントの開始およ

び終了をマークします。

SNMPAgent Server 
SNMPCommunity 
SNMPTrapStation

Contact 
Location

SNMP エージェントを定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。

SNMPCommunity — Name 
Permissions

SNMP エージェントのコミュニティを定義

します。

SNMPTrapStation — TrapStation 
Version

SNMP エージェントのトラップ ステーショ

ンを定義します。
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    <SNMPAgent Contact="TestContact" Location="TestLocation">
        <Server ServerID="ALL" GroupID="ALL"/>
        <SNMPCommunity Name="public" Permissions="Read-Only" />
        <SNMPCommunity Name="public2" Permissions="Read-Only" />
        <SNMPTrapStation TrapStation="77.77.77.77" Version="v1"/>
        <SNMPTrapStation TrapStation="177.77.77.77" Version="v2"/>
    </SNMPAgent>

    <SNMPAgent Contact="XXXX" Location="YYYY">
        <Server ServerID="71" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="72" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="73" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="74" GroupID="1111"/>
        <Server ServerID="75" GroupID="1111"/>
        <SNMPCommunity Name="XXXX" Permissions="Read-Only" />
        <SNMPCommunity Name="YYYY" Permissions="Read-Only" />
        <SNMPTrapStation TrapStation="5.99.99.9" Version="v1"/>
        <SNMPTrapStation TrapStation="55.77.77.77" Version="v2"/>
    </SNMPAgent>
</SNMPAgentList>

DNS サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの作
成

[Server DNS] ページを使用して DNS サーバを設定します。表 B-6 に、[Server DNS] ページのバルク 
コンフィギュレーション ファイルの要素を定義します。

.

属性の値については、「サーバ レベル DNS の設定」（P.3-75）を参照してください。ServerID および 
GroupID 属性はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID 
として表示されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。Permission 属性には、Read-Only または 
Read-Write の値を設定できます。

表 B-6 DNS サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

DNSList DNS — DNS 設定の開始と終了をマークします。

DNS Server 
DomainSuffix 
DNSServer

— DNS サーバの設定を定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。

DomainSuffix — — ドメイン サフィックスを定義します。

DNSServer — — DNS サーバを定義します。
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NTP サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの作成

次に、[Server DNS] ページへの入力に使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例を示し

ます。

<<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<DNSList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <DNS>
        <Server ServerID="ALL" GroupID="ALL"/>
        <DomainSuffix>first.sp.com</DomainSuffix>
        <DomainSuffix>second.abc.com</DomainSuffix>
        <DomainSuffix>third.xyz.com</DomainSuffix>
        <DNSServer>152.1.1.10</DNSServer>
        <DNSServer>222.2.2.11</DNSServer>
    </DNS>
</DNSList>

NTP サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの作
成

[NTP Server] ページを使用して NTP サーバを設定します。表 B-7 に、[NTP Server] ページのバルク 
コンフィギュレーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「サーバ レベル NTP の設定」（P.3-77）を参照してください。ServerID および 
GroupID 属性はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID 
として表示されます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。

次に、[NTP Server] ページを入力するために使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例

を示します。

<<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NTPServerList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <NTPServer>
        <Server ServerID="ALL" GroupID="ALL"/>
        <NTPServerIP>198.168.1.10</NTPServerIP>
        <NTPServerIP>172.31.2.11</NTPServerIP>
    </NTPServer>

表 B-7 NTP サーバのバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

NTPServerList NTPServer — NTP 設定の開始と終了をマークします。

NTPServer Server 
NTPServerIP

— NTP 設定を定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。

NTPServerIP — — NTP サーバを定義します。
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</NTPServerList>

FSI 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成
[FSI Setup] ページを使用して FSI を設定します。表 B-8 に、[FSI Setup] ページのバルク コンフィギュ

レーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「FSI の設定」（P.3-86）を参照してください。ServerID および GroupID 属性は

サーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID として表示され

ます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。LogLevel 属性には、High、Low、または Off の値

を設定できます。

次に、[FSI Setup] ページを入力するために使用されるバルク コンフィギュレーション ファイルの例を

示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FSISetupList 
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >

     <FSISetup IPAddress="171.1.1.1" 
          ServerPort="333" 
          FTPClientPort="555" 
          FTPOutServerPort="5001" 
          FTPOutLoginTTL="64"
          LogLevel="Off" 
          ContentRootPath="/videcontent/" 
          AsyncCallbackURL="http://1.1.1.1/test.php" >

          <Server ServerID="61" GroupID="1111"/>
     </FSISetup>
</FSISetupList>

表 B-8 FSI 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

FSISetupList FSISetup — FSI 設定の開始と終了をマークします。

FSISetup Server IPAddress 
ServerPort 
FTPClientPort 
FTPOutServerPort 
FTPOutLoginTTL 
LogLevel 
ContentRootPath 
AsyncCallbackURL

FSI 設定を定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。
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RTSP 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作成

RTSP 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの作
成

[RTSP Setup] ページを使用して RTSP を設定します。表 B-9 に、[RTSP Setup] ページのバルク コン

フィギュレーション ファイルの要素を定義します。

属性の値については、「RTSP の設定」（P.3-80）を参照してください。ServerID および GroupID 属性

はサーバの初期設定時に割り当てられ、[Server Setup] ページにサーバ ID とグループ ID として表示さ

れます。詳細については、「サーバの設定」（P.3-61）を参照してください。

（注） 設定を CDS のすべてのサーバに適用する場合は、ServerID および GroupID 属性の値を  ALL 設定し

ます。ALL 値は大文字と小文字が区別されます。

次に、さまざまな RTSP 導入タイプに応じた [RTSP Setup] ページを入力するために使用されるバルク 
コンフィギュレーション ファイルの例を示します。

DSM-CC RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="1.1.1.1"
               BackofficeTimeout="3000"
               RTSPServerIP="121.1.1.2"
               LSCPAddress="1.1.1.1" 
               LSCPPort="1111" 
               LSCPResponsePadding="on" 
               RTSPServerPort="5000"
               LogLevel="Off"
               MaintenanceMode="on">

        <Server ServerID="5" GroupID="111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />

表 B-9 RTSP 設定のバルク コンフィギュレーション ファイルの要素 

タグ 要素 属性 説明

RTSPSetupList RTSPSetup — RTSP 設定の開始と終了をマー

クします。

RTSPSetup Server 
RTSPClientList

RTSP 導入に応じた値と該当す

るフィールドの説明について

は、RTSP 設定フィールドの表

を参照してください。

RTSP 設定を定義します。

Server — ServerID 
GroupID

CDS サーバを指定します。

RTSPClientList RTSPClient — RTSP クライアントの開始と終

了をマークします。

RTSPClient — ReceivePort 
SendPOrt 
ReceiveBuffer 
Model 
Transport

RTSP クライアントを定義しま

す。
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        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

RTSP RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="121.1.1.1"
               LoopingSessionTimeout="11000"
               SessionInactivityTimeout="22000" 
               BackofficeTimeout="33000"
               RTSPServerIP="171.1.1.2"
               RTSPServerPort="15000"
               ReconnectIP="12.1.1.3"
               ReconnectPort="9000"
               MaxHistory="5"
               LogLevel="high"
               MaintenanceMode="off">
        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="3111" SendPort="9222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="3999" SendPort="9888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>

</RTSPSetupList>

NGOD RTSP 導入 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="1.1.1.1"
               BackofficeTimeout="3000"
               SessionInactivityTimeout="22000" 
               RTSPServerIP="121.1.1.2"
               RTSPServerPort="5000"
               LSCPAddress="1.1.1.1" 
               LSCPPort="1111" 
               LSCPResponsePadding="on" 
               ComponentName="xyz" 
               LogLevel="low"
               MaintenanceMode="on">

        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

IPTV RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="1.1.1.1"
               SessionInactivityTimeout="22000" 
               LogLevel="high"
               MaintenanceMode="on">

        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
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        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

EventIS on-vpath RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="172.1.1.1"
               BackofficeTimeout="3000"
               SessionInactivityTimeout="22000" 
               AuthenticationManagerIP="121.1.1.2"
               AuthenticationManagerPort="5000" 
               BandwidthManagerIP="121.1.1.2"
               BandwidthManagerPort="5000"
               BackupBandwidthManagerIP="1.1.1.1" 
               BackupBandwidthManagerPort="1111" 
               LogLevel="high" 
               MaintenanceMode="off">

        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

EventIS off-vpath RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="172.1.1.1"
               SessionInactivityTimeout="22000" 
               AuthenticationManagerIP="121.1.1.2"
               AuthenticationManagerPort="5000"
               ServerIP="10.1.1.1" 
               ServerPort="5555" 
               StreamControlIP="191.1.1.2" 
               StreamControlPort="9000" 
               LogLevel="high" 
               MaintenanceMode="off">

        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

Quative RTSP 導入

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTSPSetupList
    xmlns="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" >
    <RTSPSetup MasterStreamingIP="172.1.1.1"
               SessionInactivityTimeout="2000" 
               CallbackServerIP="129.1.1.2"
               CallbackServerPort="4000" 
               LogLevel="low" 
               MaintenanceMode="on">
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        <Server ServerID="2" GroupID="1111"/>
        <RTSPClient ReceivePort="111" SendPort="222" ReceiveBuffer="65535" Model="nCube" Transport="TCP" />
        <RTSPClient ReceivePort="999" SendPort="888" ReceiveBuffer="65535" Model="Diego" Transport="TCP" />
    </RTSPSetup>
</RTSPSetupList>

バルク コンフィギュレーション XML スキーマ
XML スキーマ ファイルは XML ファイルの内容を記述し、指示します。BulkConfiguration.xsd ファ

イルには、XML スキーマが含まれます。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
           xmlns:ws="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs"
           targetNamespace="http://www.cisco.com/schemas/VCPBU/CDS-TV/R0/ciscowebsvcs" > 

<!-- Configure/Server/ elements  -->

    <xs:element name="Server">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="ServerID"   type="xs:string"    use="required"/>
            <xs:attribute name="GroupID"    type="xs:string"    use="required"/>
            <xs:attribute name="QAMMAC"     type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/System/QAMGateway/ elements  --> 

    <xs:element name="QAMStreamGroupPreference">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="StreamGroupName"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="QAMMAC"             type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Preference"         type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="TSIDOutLink">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Index"              type="xs:nonNegativeInteger"/>
            <xs:attribute name="TSIDOut"            type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="TSIDOutLinkStatus"  type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ServiceGroup"       type="xs:string"/>     
            <xs:attribute name="RFNumber"           type="xs:string"/>  
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="QAMASILink">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:TSIDOutLink"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>        
            <xs:attribute name="Number"             type="xs:string"/>
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            <xs:attribute name="TSIDIn"             type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="TSIDInLinkStatus"   type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="QAMLink">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Status"         type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ServiceGroup"   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="RFNumber"       type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="GQAMLink">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:TSIDOutLink"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ServiceGroup"   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="RFNumber"       type="xs:string"/>
       </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="QAM">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:QAMStreamGroupPreference"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:QAMLink"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:QAMASILink"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:GQAMLink"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="IP"         type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Type"       type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="GQAMPort"   type="xs:positiveInteger"/>
       </xs:complexType>
   </xs:element>

    <xs:element name="QAMList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:QAM" 
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/System/StreamDestination/ elements  -->

    <xs:element name="StreamGroupPreference">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="StreamGroupName"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Preference"         type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
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    </xs:element>

    <xs:element name="StreamDestination">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:StreamGroupPreference"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="SubnetAddress"  type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="SubnetMask"     type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="StreamDestinationList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:StreamDestination" 
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/System/Headend/ elements -->  

    <xs:element name="ServiceGroupToStreamGroup">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="ServiceGroup"   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="StreamGroup"    type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="Headend">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:QAM"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:ServiceGroupToStreamGroup"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
   </xs:element>

<!-- Configure/Server/RouteTables/ elements  -->

    <xs:element name="Route">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Network"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="SubnetMask" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Gateway"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="RouteType"  type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RouteTable">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:Route"
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                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RouteTableList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:RouteTable"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/Server/SNMP/ elements  --> 

    <xs:element name="SNMPCommunity">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Name"           type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Permissions"    type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="SNMPTrapStation">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="TrapStation"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Version"        type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="SNMPAgent">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:SNMPCommunity"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:SNMPTrapStation"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Contact"        type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Location"       type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
   </xs:element>

    <xs:element name="SNMPAgentList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:SNMPAgent"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/Server/RTSP/ elements  -->

    <xs:element name="RTSPClient">
        <xs:complexType>
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            <xs:attribute name="ReceivePort"    type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="SendPort"       type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="ReceiveBuffer"  type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="Model"          type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="Transport"      type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RTSPSetup">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:RTSPClient"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>    
            <xs:attribute name="MasterStreamingIP"          type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="LoopingSessionTimeout"      type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="SessionInactivityTimeout"   type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="BackofficeTimeout"          type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="RTSPServerIP"               type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="RTSPServerPort"             type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="ReconnectIP"                type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ReconnectPort"              type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="MaxHistory"                 type="xs:nonNegativeInteger"/>
            <xs:attribute name="LogLevel"                   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="MaintenanceMode"            type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="LSCPAddress"                type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="LSCPPort"                   type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="LSCPResponsePadding"        type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ComponentName"              type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="BandwidthManagerIP"         type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="BandwidthManagerPort"       type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="AuthenticationManagerIP"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="AuthenticationManagerPort"  type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="BackupBandwidthManagerIP"   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="BackupBandwidthManagerPort" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="CallbackServerIP"           type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="CallbackServerPort"         type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="ServerIP"                   type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ServerPort"                 type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="StreamControlIP"            type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="StreamControlPort"          type="xs:positiveInteger"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="RTSPSetupList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:RTSPSetup"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/Server/FSI/ elements  -->

    <xs:element name="FSISetup">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
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                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="IPAddress"          type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ServerPort"         type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="FTPClientPort"      type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="FTPOutServerPort"   type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="FTPOutLoginTTL"     type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:attribute name="LogLevel"           type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="ContentRootPath"    type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="AsyncCallbackURL"   type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="FSISetupList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:FSISetup"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/Server/DNS elements  -->

    <xs:element name="DomainSuffix" type="xs:string"/>

    <xs:element name="DNSServer" type="xs:string"/>

    <xs:element name="DNS">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:DomainSuffix"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:DNSServer"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
           </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="DNSList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:DNS"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
           </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

<!-- Configure/Server/NTPServer elements  -->

    <xs:element name="NTPServerIP" type="xs:string"/>

    <xs:element name="NTPServer">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:Server"
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                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="ws:NTPServerIP"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
           </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name="NTPServerList">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ws:NTPServer"
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="unbounded"/>
           </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

</xs:schema>
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A P P E N D I X C
SNMP MIB およびトラップ情報

この付録では、CDS から送信される簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）のトラップについて

説明します。この付録で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「概要」（P.C-1）

 • 「SNMP 管理オブジェクトおよびトラップ」（P.C-2）

 • 「RFC 準拠」（P.C-5）

概要
ネットワーク管理システム（NMS）から、SNMP によってサーバを管理できます。SNMP 管理を実装

するには、サーバは管理 IP アドレス、SNMP コミュニティ ストリング、および連絡先情報を設定する

必要があります。SNMP 通信のサーバの設定の詳細については、「SNMP エージェントの設定」

（P.3-73）を参照してください。

（注） 管理トラフィック用の VLAN を設定することを推奨します。

サーバの SNMP 管理機能は次のとおりです。

 • SNMP バージョン 1 とバージョン 2c

 • 標準 MIB

SNMP エージェント

サーバ上の SNMP エージェントは、Cisco Management Information Base（MIB）ファイルに含まれて

いる特定の変数を使用します。デフォルトでは、SNMP エージェントは自動的に開始されません。

SNMP エージェントを開始するには、サーバに root としてログインし、次のコマンドを入力します。

# nice -n 19 /usr/local/sbin/snmpd 

リブート後に SNMP エージェントを自動的に開始するには、Linux vi エディタを使用して、

/etc/rc.local ファイルに次の情報を追加します。

nice -n 19 /usr/local/sbin/snmpd

SNMP エージェントが開始したことを確認するには、ps -ef | grep snmpd コマンドを入力します。
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SNMP 管理オブジェクトおよびトラップ
CDS SNMP エージェントと Management Information Base（MIB）ファイルは、SNMP v1 および 
SNMP v2c の Internet Engineering Task Force（IETF）標準に準拠しています。SNMP に関連する 
Request For Comment（RFC）仕様のリストについては、「RFC 準拠」（P.C-5）を参照してください。

CISCO-CDS-TV-MIB.txt MIB ファイルは CDSM で使用でき、Cisco.com で配布された次の MIB に依

存します。

 • ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-SMI.my

 • ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-TC.my

 • ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-PRODUCTS-MIB.my

次の手順を実行して、MIB をダウンロードできます。

ステップ 1 [Configure] > [Server Level] > [SNMP Agent] の順に選択します。[SNMP Agent] ページが表示され、

ページの下部には MIB ファイルの一覧が表示されます。

ステップ 2 ファイルをローカルに保存するには、MIB のファイル名を右クリックし、[Save As]、[Save Target 
As]、または同様の保存コマンドを選択します。

ファイルを表示するには、MIB のファイル名をクリックします。

CISCO-CDS-TV-MIB.txt ファイルには、次の MIB ノードが記載されています。

 • cdstvConfigObjects：サーバの設定

 • cdstvMonitorObjects：キャッシュフィル、ストリーミング、ディスクの状態、および実行中の

サービスのモニタリング

 • cdstvNotifyObjects：トラップ（通知）に固有のオブジェクト（マネージド サービス アーキテク

チャ（MSA）のイベント オブジェクトなど）

表 C-1 では、CISCO-CDS-TV-MIB のトラップについて説明します。

表 C-1 Cisco TV CDS のトラップ 

トラップ 説明

cdstvDiskHealthUp 以前非アクティブだったディスクがアクティブで準備ができている状

態になりました。つまり、ディスクは OK（0）状態に戻りました。

cdstvDiskHealthDown アクティブなディスクが非アクティブになりました。つまり、OK（0）
状態から遷移しました。

cdstvMSAEvent MSA イベント（エラー）が発生しました。

cdstvServiceUp 以前停止されていたサービスが実行中になりました。つまり、実行中

でない状態から遷移しました。サービスの名前を含む 
cdstvServiceName オブジェクトが、トラップとともに送信されます。

cdstvServiceDown 以前実行中だったサービスが停止されました。つまり、実行中の状態

から遷移しました。サービスの名前を含む cdstvServiceName オブ

ジェクトが、トラップとともに送信されます。

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-SMI.my
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-TC.my
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/CISCO-PRODUCTS-MIB.my
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モニタ対象サービスの SNMP トラップ

SNMP でアップまたはダウンとしてレポートされるサービスは、[Service Monitor] ページ上のサービ

スに対応します。モニタ対象サービスの詳細については、「サービス モニタ」（P.4-33）を参照してくだ

さい。

cdstvServiceUp および cdstvServiceDown トラップにおいて、データベースがシャットダウンした場合

は、Cisco DB Server を対象に cdstvServiceDown トラップが送信されますが、データベースが稼動し

ていない状態で他のサービスをモニタすることはできません。サービスを対象とした SNMP トラップ

は、データベースが再度稼動するまで送信されません。

SNMP エージェント自体がダウンしている場合、CDSM は Cisco SNMP サーバを「Not Running」と

して表示しますが、SNMP エージェント自体がダウンしているため、このサービスを対象とした 
SNMP トラップは送信できません。

cdstvDiskUsageHigh システムのディスク使用率が 大使用率のしきい値を超えました。使

用されているディスクの割合を含む cdstvDiskUsagePercent オブジェ

クトが、トラップとともに送信されます。

このトラップは、[System Threshold] ページの [Disk Capacity Notify] 
フィールドに対応します。詳細については、「システムしきい値の設

定」（P.7-7）を参照してください。ディスク使用率が [Disk Capacity 
Notify] フィールドに設定されたしきい値を超えると、

cdstvDiskUsageHigh トラップが送信されます。

cdstvDiskUsageNormal システムのディスク使用率が、使用率のしきい値内の値に戻りました。

使用されているディスクの割合を含む cdstvDiskUsagePercent オブ

ジェクトが、トラップとともに送信されます。

cdstvLinuxFSUsageHigh サーバの Linux ファイル システム（FS）の使用率が 大使用率のしき

い値を超えました。使用されているマウント ポイントと割合を含む 
cdstvLinuxFSMountPoint オブジェクトと cdstvLinuxFSUsagePercent 
オブジェクトが、トラップとともに送信されます。

cdstvLinuxFSUsageNormal サーバの Linux ファイル システム（FS）の使用率が、使用率のしきい

値内の値に戻りました。使用されているマウント ポイントと割合を含

む cdstvLinuxFSMountPoint オブジェクトと 
cdstvLinuxFSUsagePercent オブジェクトが、トラップとともに送信さ

れます。

cdstvPortLossHigh システムのポート損失が 大しきい値を超えました。ポートの損失率

を含む cdstvPortLossPercent オブジェクトが、トラップとともに送信

されます。

cdstvPortLossNormal システムのポート損失はしきい値内の値に戻りました。ポートの損失

率を含む cdstvPortLossPercent オブジェクトが、トラップとともに送

信されます。

cdstvSysHealthUp 以前異常だったシステム健全性パラメータが正常になりました。つま

り、正常でない状態から遷移しました。このトラップとともに送信さ

れたオブジェクトについては、表 C-2（P.C-4） を参照してください。

cdstvSysHealthDown 以前正常だったシステム健全性パラメータが異常になりました。つま

り、OK 状態から遷移しました。このトラップとともに送信されたオ

ブジェクトについては、表 C-2（P.C-4） を参照してください。

表 C-1 Cisco TV CDS のトラップ（続き）

トラップ 説明
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CDS サーバが正常にシャットダウンしている場合、サーバ全体がシャットダウンする前に Cisco 
SNMP サーバを対象とした cdstvServiceDown トラップが送信される場合があります。トラップは、

SNMP エージェントが実行されるまで送信できません。

システム ヘルスしきい値超過アラート

温度、ファンおよび電源は CDS サーバでモニタされ、状態およびしきい値は、[Server Vitals] ページ

に表示されます。「サーバ バイタル」（P.4-30）を参照してください。しきい値を超えると、警告された

イベントは CDSM に登録され、cdstvSysHealthDown トラップがしきい値超過アラート（TCA）に関

する情報とともに送信されます。

（注） [Server Vitals] ページは CDSM ヘルス モニタ機能がイネーブルの場合にだけ表示されます。詳細につ

いては、「CDSM または VVIM ヘルス モニタリング」（P.D-9）を参照してください。

表 C-2 では、cdstvSysHealthUp および cdstvSysHealthDown トラップとともに送信されるオブジェク

トについて説明します。

表 C-2 システム ヘルス SNMP トラップのオブジェクト

記述子 有効な値 説明

cdstvSysHealthName 文字列 システム ヘルス モニタリング パラメータの名

前（VBAT 電圧など）。

cdstvSysHealthType 1：ファン速度

2：電圧

3：温度

4：シャーシへの侵入

5：電源障害

システム ヘルス モニタリング パラメータのタ

イプ。

cdstvSysHealthReading 整数 システム健全性パラメータの現在の測定値

（値）（ファン速度、電圧、温度など）。ファン

の速度は RPM、電圧は mV、温度は摂氏で表

されます。シャーシへの侵入と電源障害の場合

は、1 がエラー状態を表し、0 は正常な状態を

表します。

cdstvSysHealthHighLimit 整数 システム健全性パラメータの上限（しきい値）。

電圧は mV、温度は摂氏で表されます。ファン

速度などの他のパラメータには適用されませ

ん。

cdstvSysHealthLowLimit 整数 システム健全性パラメータの下限（しきい値）。

ファンの速度は RPM、電圧は mV で表されま

す。温度などの他のパラメータには適用されま

せん。

cdstvSysHealthStatus 1：正常

2：低い

3：高い

4：正常でない

システム健全性パラメータの現在の状態。「正

常でない」値は電源の障害とシャーシへの侵入

に適用されます。これらのパラメータには、上

限と下限が適用されないためです。
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RFC 準拠
表 C-3 は、SNMP RFC 標準のリストです。

表 C-3 SNMP RFC 標準 

RFC 標準 タイトル

RFC 1155（STD0016） 『Structure and Identification of Management Information for 
TCP/IP-based Internets』

RFC 1157（STD0015） 『Simple Network Management Protocol (SNMP)』 
RFC 1212（STD0016）『Concise MIB Definitions』
RFC 1213（STD0017）『Management Information Base for Network Management of 

TCP/IP-based internets:MIB-II』
RFC 2790（ドラフト標

準）

『Host Resource MIB』

RFC 1901（歴史的） 『Introduction to Community-based SNMPv2』 
RFC 1902（ドラフト標

準）

『Structure of Management Information for Version 2 of the Simple 
Network Management Protocol (SNMPv2)』 

RFC 1903（ドラフト標

準）

『Textual Conventions for Version 2 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv2)』 

RFC 1904（ドラフト標

準）

『Conformance Statements for Version 2 of the Simple Network 
Management Protocol (SNMPv2)』 

RFC 1905（ドラフト標

準）

『Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv2)』 

RFC 1906（ドラフト標

準）

『Transport Mappings for Version 2 of the Simple Network Management 
Protocol (SNMPv2)』 

RFC 1910（歴史的） 『User-based Security Model for SNMPv2』
RFC 2011（提案標準 - 
RFC 1213 の更新版）

『SNMPv2 Management Information Base for the Internet Protocol using 
SMIv2』 

RFC 2012（提案標準） 『SNMPv2 Management Information Base for the Transmission Control 
Protocol using SMIv2』

RFC 2013（提案標準） 『SNMPv2 Management Information Base for the User Datagram 
Protocol using SMIv2』 

RFC 2096（提案標準） 『IP Forwarding Table MIB』

RFC 2863（ドラフト標

準）

『The Interfaces Group MIB』

RFC 3410（情報提供） 『Introduction and Applicability Statements for Internet-Standard 
Management Framework』

RFC 3411（STD0062） 『An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol 
(SNMP) Management Frameworks』 

RFC 3412（STD0062）『Message Processing and Dispatching for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』 

RFC 3413（STD0062）『Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications』
RFC 3414（STD0062）『User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network 

Management Protocol (SNMPv3)』 
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RFC 準拠

RFC 3415（STD0062）『View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』

RFC 3416（STD0062）『Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』

RFC 3417（STD0062）『Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)』

RFC 3418（STD0062）『Management Information Base (MIB) for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』

RFC 2570（情報提供） 『Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network 
Management Framework』 

RFC 2571（ドラフト標

準）

『An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks』 

RFC 2572（ドラフト標

準）

『Message Processing and Dispatching for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』

RFC 2573（ドラフト標

準）

『SNMP Applications』

RFC 2574（ドラフト標

準）

『User-based Security Model (USM) for Version 3 of the Simple Network 
Management Protocol (SNMPv3)』

RFC 2575（ドラフト標

準）

『View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network 
Management Protocol (SNMP)』 

RFC 2576（提案標準） 『Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the 
Internet-standard Network Management Framework』 

RFC 2578（STD0058）『Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)』 
RFC 2579（STD0058）『Textual Conventions for SMIv2』
RFC 2580（STD0058）『Conformance Statements for SMIv2』 

表 C-3 SNMP RFC 標準（続き）

RFC 標準 タイトル
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A P P E N D I X D
Engineering アクセス レベルのページ

この付録はでは、Engineering アクセス レベルで使用可能な VVIM または CDSM ページについて説明

します。Engineering アクセス レベルは、次のページを表示します。

 • 「CDSM または VVIM 診断」（P.D-2）

 • 「CDSM または VVIM 設定」（P.D-3）

 • 「システム設定」（P.D-9）

Engineering アクセス レベルは、主にインストール時に CDS を初期化するとき、およびシステム診断

時に使用されます。システムの設定後は、日常の操作では Engineering アクセス レベルのユーザは必

要ではありません。

Engineering アクセス レベルを持つユーザ アカウントを使用 CDSM にログインしたときに表示される

初のページは [CDSM Setup] ページです。Master アクセス レベルで使用可能なその他のすべての 
CDSM ページは、Engineering アクセス レベルでも使用できます。

RTSP 環境では、[Configure] > [Server Level] > [RTSP Setup] ページに 4 つの追加フィールドが表示さ

れます。

 • Database Connect Size

 • UDP Packet Size

 • Threadpool Size

 • Max Sessions

これらのフィールドは診断目的のみであるため、値は変更しないでください。

（注） Virtual Video Infrastructure（VVI）に CDSM を設定すると、CDSM への参照はすべて Vault および 
Caching Node Manager の Virtual Video Infrastructure Manager（VVIM）に変更されます。たとえば、

[CDSM Setup] ページで VVI が設定されている場合、このページは [VVIM Setup] ページに変更され、

[Report] > [System Level] の左パネル メニューで使用可能な CDSM 監査ログは VVIM 監査ログに変更

されます。
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CDSM または VVIM 診断
[CDSM Diagnostics] または [VVIM Diagnostics] ページにアクセスするには、[Maintain] > [Software] 
> [CDSM Diagnostics] または [VVIM Diagnostics] を選択します。このページの 初の部分には、問題

の診断に役立つ設定情報が表示されます。[CDSM Diagnostics] または [VVIM Diagnostics] ページの残

りのセクションは次のとおりです。

 • CIDR Calculator

 • Stream Trickmode Debugger

 • Unix Timestamp Tool

 • Server Diagrams

CIDR Calculator
IP アドレスおよびネットワーク マスクを入力し、[Submit] をクリックすると、クラスレス ドメイン間

ルーティング（CIDR）カルキュレータが次の TCP/IP ネットワーク情報を示します。

 • ネットワーク アドレス

 • ブロードキャスト アドレス

 • ホスト数

 • ホストの IP アドレス範囲

ストリーム トリックモード デバッガ

セッション ID のトリックモード データを表示するには、セッション ID を入力し、[Submit] をクリッ

クします。[CDSM Diagnostics] または [VVIM Diagnostics] ページが更新され、[Submit] ボタンの隣

に [View Data] ボタンが表示されます。[View Data] をクリックして、raw トリックモード データを表

示します。新しいウィンドウがデータを表示します。そのウィンドウを右クリックし、ポップアップ 
メニューの [View Source] を選択します。raw データの形式のバージョンが表示されます。

Unix Timestamp Tool
カレンダーの日をクリックすると、UNIX の開始時刻と終了時刻が表示されます。UNIX エポック時間

の開始（1970-01-01T00:00:00）からの秒数で示されます。

Server Diagrams
[Server Diagrams] ドロップダウン リストからサーバを選択するとサーバの図が表示されます。
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 CDSM または VVIM 設定
[CDSM Setup] または [VVIM Setup] は CDS の初期設定に使用されます。システムの [CDSM Setup] 
または [VVIM Setup] フィールドを設定したら、[Submit] をクリックします。設定および起動メッセー

ジが左側のパネルに表示されます。

Deployed CServer Version
このフィールドは常に 2.X. に設定されています。

ストリームのフェールオーバー サポート

ストリームのフェールオーバー サポートは ISA および RTSP 環境の両方で使用できます。Streamer が
失敗した場合、同じ Stream Group 内の別の Streamer が、状態およびバックオフィスの独立を失うこと

なく、アクティブ ストリーム セッションを引き継ぎます。

ストリーム ステアリング モード

ストリーム ステアリングは、いずれの Streamer が QAM デバイスにストリームをサービスするか決定

します。ストリーム ステアリングは 2 種類あります。

 • 単一サイト（サイロ サイトのステアリング）

 • マルチサイト

単一サイト ステアリングでは、1 つの Stream Group のみを使用して、すべての QAM デバイスにスト

リームをサービスします。マルチサイト ステアリングでは、複数の Stream Group を使用して、QAM 
デバイスにストリームをサービスします。単一サイトまたはマルチ サイトステアリングがイネーブル

かどうかは、使用できるプリファレンス レベルの数ごとに、[QAM Gateway] ページに反映されます。

マルチサイト ステアリングは 4 個のプリファレンス レベル（high、medium、low、none）を提供しま

す。単一サイト ステアリングは 2 個のプリファレンス レベル（high および none）を提供します。

（注） マルチサイト ステアリングは ISA 環境での ASI ストリーミングだけで使用できます。

導入ネットワーク コンフィギュレーション

CDS のネットワーク トポロジがレイヤ 2 ネットワークかレイヤ 3 ネットワークかを指定します。

インストール タイプ

オプションは ISA 2.X および RTSP 2.X のみです。
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ストリーム宛先

[Stream Destination] には [Cable] および [IPTV] を設定できます。

ケーブルの設定は、[QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページに既存の設定であり、必要

に応じて Stream Group を QAM デバイスおよびサービス グループにマッピングできます。

IPTV の設定では、[QAM Gateway] ページおよび [Headend Setup] ページの代わりに [Stream 
Destination] ページが用意されています。[Stream Destination] ページでは Stream Group を指定サブ

ネットにマッピングできます。これは、各エンドユーザが IP アドレスを持つ IPTV ネットワーク内で

便利です。

[Stream Destination] の IPTV 設定を使用する ISA 環境のオプションは NAT オプションです。NAT ト
ラバーサル機能を使用すると、NAT デバイスの背後にあるクライアント デバイスにストリーミングで

きるようになります。

（注） ストリーム宛先機能は、単一サイト ステアリングだけで使用できます。

親子サービス グループ

親子サービス グループは、ASI ストリーミングを使用する ISA 環境のみで使用できるオプション機能

です。[Parent/Child Service Groups] ページでは、サービス グループをより細かく設定できます。

リダイレクト サーバ

リダイレクト サーバは RTSP 環境のオプション機能です。Streamer の RTSP サーバは、コンテンツの

サービスに「 適」な Streamer にリダイレクトを送信します。[ON] に設定されている場合、システム 
レベルで [Redirect Server] 設定ページが表示され、リダイレクト要求の受信に使用するポート番号の指

定およびデバッグ レベルの設定ができます。

バルク コンフィギュレーション

バルク コンフィギュレーションは、XML ファイルを使用してすべてのサーバに共通の設定パラメータ

を一度に設定する方法を提供します。次に、バルク コンフィギュレーションが可能な CDSM GUI 設定

ページを示します。

 • QAM Gateway

 • Headend Setup 

 • Stream Destination

 • NTP Server

 • Server DNS

 • SNMP Agent

 • Route Table

 • RTSP Setup

 • FSI Setup
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SSV グループ

SSV グループがイネーブルの場合、Stream Group、Vault Group および Cache Group はディセーブル

です。

（注） SSV グループのオプション機能は、RTSP 環境で ISV だけを使用する CDS だけに適用されます。

SSV グループをイネーブルにすると [Thin Pipe Map] ページおよび [Vault Redundancy Map] ページも

表示されます。[Vault Redundancy Map] ページでは、ミラー コンテンツがマッピングでき、[Thin 
Pipe Map] ページでは、ローカルとリモート グループ間に低帯域幅接続を作成できます。

（注） CDSM GUI で使用される SSV という用語は ISV と同じです。これらの用語は同義です。

SSV グループがイネーブルの場合、Vault または Streamer を指すすべてのページは、代わりに SSV と
表示されます。このページには、[Stream Destination] ページ、[QAM Gateway] ページ、[Headend 
Setup] ページ、[Control/Setup IP] ページ、および [Vault Redundancy Map] ページが含まれます。

トリック モードのキャプチャ

リリース 2.2 では、トリック モードのキャプチャはオプションの機能です。トリック モードのキャプ

チャをイネーブルにすると、該当するストリーム アクティビティ レポートには、セッション ID のト

リック モードを表示するストリーム再生履歴ドリルダウンまでドリルダウンできます。また、[Graph 
Stream] ボタンが [Stream Monitor] ページに表示されます。ストリーム再生履歴ドリルダウンにドリル

ダウンできるストリーム アクティビティ レポートは次のとおりです。

 • ストリーム再生履歴

 • アレイ別ストリーム

 • STM-MAC ごとのストリーム

 • サービス グループあたりの帯域幅

 • ストリームの障害

トリック モードのキャプチャがディセーブルの場合、ストリーム アクティビティ レポートのセッショ

ン ID はストリーム再生履歴ドリルダウンにはリンクせず、[Graph Stream] ボタンは [Stream Monitor] 
ページから削除されます。

Vault 冗長性

Vault 冗長性がイネーブルで、少なくとも 2 つの Vault Group が設定され、相互にマッピングされてい

る場合、グループ内の各コンテンツの少なくとも 1 つのコピーが設定されたピア グループにミラーリ

ングされます。コンテンツは 大 4 つの Vault Group（1 つの Vault Group がコンテンツの取り込み、

大 3 つの Vault Group がコンテンツのミラーリングを実施）にミラーリングされ、異なる地域に存在

していても構いません。Vault 冗長性により、アレイのレベルに Vault Group と Vault 冗長性マップの

設定ページが追加されます。

（注） リリース 2.4 では、Vault Group の 大数は 20 です。
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RS DVR
この機能は、このリリースでアクティブになりません。

シン パイプ管理

シン パイプ管理ではローカルとリモート グループ間に低帯域幅接続を設定できます。ローカル グルー

プは、同じグループ（Stream Group、Cache Group、Vault Group）のサーバで構成されます。リモー

ト グループは、他の Stream Groups、Cache Group、および Vault Group 内のサーバで構成されます。

[Thin Pipe Map] ページを使用して、この機能を設定します。

コンテンツ共有ストア

コンテンツ共有ストアは ISA 環境のオプション機能です。コンテンツ共有ストアを使用すると、コン

テンツ ストアの 1 つのインスタンスを、独自のビデオ バックオフィス（VBO）で独自のビデオ ハブ 
オフィスに存在するストリーム サービスの複数のインスタンスで共有することができます。

仮想ビデオ インフラストラクチャ

仮想ビデオ インフラストラクチャ（VVI）は、中央管理設定または分割ドメイン管理設定での 
Caching Node の管理を提供します。

VVI をイネーブルにする場合は、CDSM の管理システムのロールを選択する必要があります。システ

ム管理ロールには次のオプションがあります。

 • [VVI and Stream Manager]：すべての Vault、Caching Node、および Streamer の中央管理

 • [VVI (Vault/Cache) Manager]：Vault および Caching Node のみの管理

 • [Stream Manager]：Streamer のみの管理

[Cache Fill Protocol] オプションは、Caching Node と Streamer 間で使用されるデータ通信タイプの選

択に使用します。Cache Control Protocol（CCP）は、Vault、Caching Node、および Streamer 間の通

信に使用します。CCP Streamer と HTTP Streamer の詳細については、「Caching Node のワーク フ
ロー」（P.6-9）を参照してください。

（注） RTSP 環境は VVI の場合 HTTP だけをサポートするのに対し、ISA 環境は CCP だけをサポートしま

す。

分割ドメイン管理は、VVI（Vault/Cache）Manager および Stream Manager で構成されます。Stream 
Manager が VVI Manager と通信できるようにするには、[VVI (Vault/Cache) Manager VVIM IP] 
フィールドに VVI Manager の IP アドレスを入力する必要があります。

CCP が cache-fill プロトコルとして使用されている場合は、[Stream Domain Name] フィールドに 
Stream Manager の名前を入力して、VVIM がその Stream Manager をその他の Stream Manager と区別

できるようにする必要があります。VVI Manager と Stream Manager 間の通信は、CCP を使用すると

データベース複製によって実施されます。

HTTP を選択した場合、VVI Manager と Stream Manager 間の通信はポート 80 を使用します。ポート 
80 が通信用に開いていない場合、必要な情報に応じて、データを手動で入力する（Stream Group ID に
使用）か、または XML ファイルをアップロード（Cache Group Locator 情報に使用）できます。
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（注） Virtual Video Infrastructure（VVI）に CDSM を設定すると、CDSM への参照はすべて Vault および 
Caching Node Manager の Virtual Video Infrastructure Manager（VVIM）に変更されます。

VVIM と Stream Manager は、管理するサーバに基づいて、さまざまな設定、モニタリング、レポー

ト、およびメンテナンス ページを表示します。たとえば、CCP が cache-fill プロトコルの場合、

VVIM では [Maintenance] > [Software] 左パネル メニューに [Configuration Generator] ページが表示

されます。[Configuration Generator] ページでは、ドメインで使用する Stream Manager のグループ 
ID、サーバ ID を生成するために使用されます。

分割ドメイン管理の設定

分割ドメイン管理を使用する VVIM を設定するには、VVI フィールドを次のように設定します。

 • [VVI Options]：イネーブル

 • [Management System Role]：VVI (Vault/Cache) Manager

 • [Cache Fill Protocol]：HTTP または CCP（Stream Manager と同じに設定する必要あり）。

分割ドメイン管理を使用する Stream Manager を設定するには、VVI フィールドを次のように設定しま

す。

 • [VVI Options]：イネーブル

 • [Management System Role]：Stream Manager

 • [Cache Fill Protocol]：HTTP 

 • [VVI (Vault/Cache) Manager VVIM IP]：VVIM の IP アドレス

 • [Stream Domain Name]：ストリーム ドメインのドメイン名（CCP が Cache Fill プロトコルの場

合）

メディア スケジューラ

メディア スケジューラはオプションの機能で、イネーブルにするにはソフトウェア アクティベーショ

ン キーが必要です。メディア スケジューラのアクティブ化の詳細については、「CDS の初期化および

オプション機能のアクティブ化」（P.2-3）を参照してください。メディア スケジューラを使用するとマ

ルチキャスト IP アドレスからのライブ取り込みが可能になり、[Input Channels] ページを使用してマ

ルチキャスト IP アドレスをチャネルにマッピングできます。メディア スケジューラとリアルタイム 
キャプチャ タイプは同時にはイネーブルにできません。

リアルタイム キャプチャ タイプ

リアルタイム キャプチャ タイプを使用するとマルチキャスト IP アドレスからのライブ取り込みが可能

になり、[CallSign Setup] ページを使用してマルチキャスト IP アドレスをコール サインにマッピング

できます。メディア スケジューラとリアルタイム キャプチャ タイプは同時にはイネーブルにできませ

ん。
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CDSM または VVIM 設定

Bandwidth Manager
Bandwidth Manager は RTSP 環境のみで使用できるオプション機能です。Bandwidth Manager は割り

当て済みストリームおよび VOD ネットワーク リソースを追跡します。

Ingest Manager
Ingest Manager はオプションの機能で、イネーブルにするにはソフトウェア アクティベーション キー

が必要です。Ingest Manager のアクティブ化の詳細については、「CDS の初期化およびオプション機能

のアクティブ化」（P.2-3）を参照してください。Ingest Manager はメタ データを収集し、適切なサブシ

ステムにメッセージを送信してコンテンツを取り込み、期限が切れたときにコンテンツ期限切れのメッ

セージを送信することで、プロビジョニングされたコンテンツ オブジェクトを処理します。

RTSP の導入タイプ

RTSP の導入タイプは、RTSP 環境だけに適用されます。オプションは次のとおりです。

 • DSM-CC

 • RTSP

 • NGOD

 • IPTV

 • Quative

 • EventIS（on vpath と off vpath）
 • Cisco

導入設定は、ヘッドエンドのタイプによって異なります。

コンテンツの伝播

コンテンツの伝播の設定は、コンテンツの情報が Streamer に伝播されるかどうかを決定します。この

設定は、RTSP 環境だけに適用されます。

RTSP の導入タイプが NGOD に設定されている場合、[Content Propagation] は [Not Propagated] に設

定します。この設定では、コンテンツ情報を VVI RTSP NGOD 導入の Caching Node に格納できます。

Streamer は、ローカル データベースでコンテンツのレコードをチェックします。コンテンツが見つか

らない場合、Caching Node に対してコンテンツ レコードが問い合わせされます。

他のすべての RTSP 導入タイプでは、[Content Propagation] を [Propagated] に設定します。これによ

り、コンテンツ情報が Streamer に保存できます。

Authentication Manager
Authentication Manager は特定の RTSP 環境（EventIS）のみで使用できるオプション機能です。

Authentication Manager は、セッションを確立する前にバックオフィスと通信してセットトップ ボッ

クスから受信した要求を検証します。

[Protocol] オプションは、Authentication Manager に RTSP 導入タイプを選択するオプションです。

[Cisco] は、Cisco RTSP 導入に使用され、[EventIS] は EventIS RTSP 導入に使用されます。
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システム設定

サービス グループ ステアリング

サービス グループ ステアリングは、RTSP 環境のみで使用できるオプション機能です。サービス グ
ループ ステアリング オプションがオンの場合、[Configure] > [System Level] > [Headend Setup] ペー

ジを使用して Stream Group を特定のサービス グループにステアリングできます。

CDSM または VVIM NAV の設定

CDSM NAV 設定は、CDSM GUI に表示される内容を変更します。

CDSM または VVIM ヘルス モニタリング

CDSM ヘルス モニタリング オプション機能は、サーバ レベル モニタ ページ、[Server Vitals] ページ、

および [System Health Monitor] ページの [Vitals] カラムを表示します。[Server Vitals] ページは、サー

バのモニタ対象システム コンポーネントの現在の値、およびしきい値を表示します。サーバ コンポー

ネントがモニタされ、しきい値を超えると、[System Health Monitor] ページおよび [Server Vitals] 
ページでイベントがレポートされ、SNMP が送信されます。

システム設定
[System Configs] ページには、CDS の初期インストール時に設定される重要な CDS パラメータが含ま

れています。通常、デフォルト設定はすべての環境に適しています。

注意 CDS がイン サービスになった後、これらのパラメータが変更された場合、CDS が正常に機能しな

い可能性があります。

グループ マップ 0
Group Map 0 パラメータが ISA または RTSP 環境であるかどうかを指定します。

サーバ グループ マップ

Servers Map 0 パラメータが ISA または RTSP 環境であるかどうかを指定します。

ライセンス マップ

これは CDS のライセンスで、インストール時に設定されます。

コントロール IP マップ

コントロール IP マップは常に 1 に設定されます。
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システム設定

新しいサーバの追加

CDS に新しいサーバを追加中にエラーが発生した場合は、「CDSM GUI が Vault または Streamer を登

録できない場合」（P.A-24）に記載されているソリューションを試したら、[Add New Server] セクショ

ンを使用できます。
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A P P E N D I X E
 ソフトウェア ライセンス情報

この付録では、TV CD に関するソフトウェア ライセンス情報について説明します。

通告
本ソフトウェア ライセンスに関連する通知内容を以下に示します。

OpenSSL/Open SSL Project
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

License Issues
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, that is, both the conditions of the OpenSSL License and 
the original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the license texts.Both licenses are 
BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL, please contact 
openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License:
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: “This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”.

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
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4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote 
products derived from this software without prior written permission.For written permission, please 
contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in 
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS”' AND ANY EXPRESSED OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This product 
includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License:
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are 
adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, 
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with this distribution is 
covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.If 
this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the 
library used.This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online 
or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”.

The word ‘cryptographic’ can be left out if the routines from the library being used are not 
cryptography-related.

http://www.openssl.org/
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4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: “This product includes software written 
by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be 
changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the 
GNU Public License].

製品保証
次の項では、Cisco Systems, Inc. の保証ポリシーについて説明します。

標準保証

Cisco Systems, Inc.（以下「Cisco Systems, Inc.」）は、すべてのハードウェア製品について、通常の方

法で利用する限りその材料や製造方法に起因する不具合が生じないことを、製品出荷日より 30 日間に

限り保証します。Cisco Systems, Inc. は、自らの判断で、仕様などに適合していないハードウェア製品

を修理または交換します。この保証規定に基づく交換後のハードウェア製品は、Cisco Systems, Inc. の
判断により、修理品または新品の代替品のいずれかとなる場合があります。交換または修理により、当

初の保証期間が延長されることはありません。お客様は、この保証規定が、ハードウェア製品に不具合

が生じた際にお客様が請求できる唯一の救済に相当することを認め、これに同意するものとします。こ

の限定保証は、不具合の原因が、懈怠、誤用、電気的もしくは電磁的負荷や、事故、火災、および他の

災害、また無断での改変、修正、または修理（非純正部品の使用や、設置後の不適切な方法によるテス

ト、取り扱い、保管、稼働、相互接続、またはハードウェア製品の通常の使用の範囲を越えるその他の

原因を含みますが、これらに限定されません）の場合には受けられません。

返品

ハードウェア製品は、Cisco Systems, Inc が事前に認めた場合に限り返品できます。その場合、Cisco 
Systems, Inc. のサービス担当者が発行した返品承認（RMA）番号を添付してください。不具合のある

ハードウェア製品を Cisco Systems, Inc. へ返品する際の送料は、お客様の負担となります。修理品ま

たは交換品をお客様へお届けする際の送料は Cisco Systems, Inc. が負担します。ただし、Cisco 
Systems, Inc. が、不具合があると言われているハードウェア製品がこの保証規定の対象外製品だと判

断した場合、または保証期間後に保証請求を受けた場合、Cisco Systems, Inc. による修理の費用は、送

料全額を含め、お客様の負担となります。
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侵害

Cisco Systems, Inc. の製品（製品内のサード パーティ製コンテンツは除きます）が、何らかの特許権、

商標権、もしくは著作権を侵害していること、または何らかの営業秘密を不正に利用していることを訴

因として、第三者がお客様に対し何らかの請求を提起した場合、それに伴い必要となるお客様の弁護を

行い、裁定および /または和解により確定した賠償金を支払う義務は Cisco Systems, Inc. のみが負いま

す。ただし、Cisco Systems, Inc. は、お客様が、前述の請求を受けた場合または受けるおそれがある場

合にその旨を書面にて速やかに Cisco Systems, Inc. へ伝え、前述の弁護および /または和解のために活

動する Cisco Systems, Inc. に対し必要なあらゆる支援を行うことと、お客様が所定の義務を履行する

ことを条件として、前述の義務を果たします。Cisco Systems, Inc. の製品が、前述の請求の対象となっ

た場合もしくはそのおそれがある場合、Cisco Systems, Inc. は、自らの判断で、請求者と和解するこ

と、お客様が該当製品の利用を継続できるようにすること、または該当製品を交換もしくは修理して前

述の侵害の原因とならないようなものにすることのいずれかを行うことができます。Cisco Systems, 
Inc. が、次の（a）または（b）のいずれかに関連するか起因して何らかの義務もしくは責任を負うこと

はありません。（a）（i）Cisco Systems, Inc. の製品が、この規定に反する方法でもしくは Cisco 
Systems, Inc. が想定していない用途へ利用されたこと、および（ii）Cisco Systems, Inc. の提供物では

ない他の製品、装置、ソフトウェア、もしくはデータと組み合わせて利用されたこと。または（b）
Cisco Systems, Inc. の製品を、Cisco Systems, Inc. もしくは正規の請負業者以外の者が修正したこと。

侵害に関するこの項は、侵害を訴因とする請求および法的措置が提起された場合に Cisco Systems, Inc. 
が負うべき全責任と、お客様が請求できる唯一の救済を定めた項です。

他の保証の不存在

このソフトウェア製品は、前述のハードウェア製品に関する明示保証を除いてはお客様に全責任が帰属

する「現状のまま」で提供されます。準拠法に基づき不可能または違法となる場合でない限り、Cisco 
Systems, Inc. は、商品性、非侵害および特定目的への適合性に関する黙示保証または条件を含むあら

ゆる明示保証および黙示保証を放棄します。また、何らかの製品（何らかのハードウェアおよび /もし

くは内蔵ソフトウェア）またはその利用に関連するか起因する損害（製品の不具合または他の根拠に基

づく請求（利用機会、データ、または利益の喪失を根拠とする請求を含みますが、これらに限定されま

せん）の対象となる損害）について Cisco Systems, Inc. が負う、不法行為責任、約定責任、他の法原

則に基づく責任（存在する場合）は、該当ハードウェアおよび /またはソフトウェアについて実際に払

い受けた対価相当額に制限され、付随的損害、二次的損害、特別な損害、または間接的損害について

は、Cisco Systems, Inc. がその発生可能性を把握していた場合であっても、Cisco Systems, Inc. はいか

なる責任も負いません。Cisco Systems, Inc. は、お客様もしくは第三者が、ハードウェアおよびソフト

ウェア製品を改変もしくは誤用したり、これらの製品の整備を怠ったり、これらの製品に異常な負荷を

かけたりした場合、この保証規定に基づく責任を負いません。

シスコが付与するソフトウェア ライセンス

お客様が、このライセンス規定に従うことと、支払うべき対象ソフトウェアの利用対価の全額を支払う

ことを条件として、シスコは、関連文書の内容のみに従ってお客様の内部業務でのみコンテント デリ

バリ アプリケーション（以下「対象ソフトウェア」）を利用することを許諾内容とする非独占的なライ

センスをお客様へ付与します。お客様は、提供された導入済みシステム（以下「対象ハードウェア」）

上で対象ソフトウェアを利用すること、または対象ソフトウェアを当初の対象ハードウェアから削除し

て別の単一のハードディスクへ転送することができます。お客様は、保存用に、対象ソフトウェアのコ

ピーを 1 つだけ作成できます。このライセンス規定に反する方法で対象ソフトウェアを利用すると、ラ

イセンスは直ちに失効します。

対象ソフトウェアを利用するお客様は、対象ソフトウェアがシスコの重要な営業秘密に相当することを

承知しているものとみなされます。このため、お客様は、次のいずれも行わないことに同意したことと

なります（a）対象ソフトウェアを修正もしくは改作したり、対象ソフトウェアの派生著作物を作成し
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たりすること。（b）対象ソフトウェアのサブライセンスを付与したり、対象ソフトウェアを貸与もし

くは移転したりすること（ただし、対象ソフトウェアのいかなるコピーも保持しないことを条件に、ラ

イセンシーが、対象ソフトウェアと関係のある対象ハードウェアを第三者へ移転する場合は除きます）。

または（c）対象ソフトウェアについて、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、

もしくはソースコードの抽出の試みを行うこと。

対象ソフトウェアに付帯するあらゆる権利のうち、このライセンス規定に基づきお客様へ明示的に付与

されない権利は、シスコが留保します。お客様は、対象ソフトウェアと関係のある対象ハードウェアを

第三者へ移転する場合でない限り、シスコから書面による事前同意を得なければ、このライセンス規定

に基づく権利を第三者へ譲渡または移転できません。このライセンス規定は、米国カリフォルニア州の

各法に準拠します。

GNU 一般公衆利用許諾契約

ライセンス対象ソフトウェアに含まれている一部のコンポーネントには、GNU 一般公衆利用許諾契約

書（以下「GPL」）、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約（以下「LGPL」）、または他のオープンソース フ
リー ソフトウェアの利用許諾契約が適用されます（以下これらの規定が適用されるソフトウェアを

「オープンソース ソフトウェア」）。オープンソース ソフトウェアの中には、第三者所有のソフトウェア

もあります。オープンソース ソフトウェアについて Cisco Systems, Inc. の保証を受けることはできま

せん。またオープンソース ソフトウェアの各コンポーネントの利用は、各オープンソース ソフトウェ

アに添付のエンドユーザー利用許諾契約の規定に基づき許諾されます。また本書のいかなる規定も、

GPL および LGPL の規定に従いオープンソース ソフトウェアをコピー、修正、および配布する権利を

制限しません。GPL および LGPL の規定に基づき必要な場合、Cisco Systems は、下記住所にて受け

た書面による依頼に応じ、オープンソース ソフトウェアを、同規定に基づき利用できる状態にしたり、

オープンソース ソフトウェアの修正版を提供したりします。

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706
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