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このユーザ ガイドの内容
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ここでは、次の項について説明します。
•

はじめる前に（vii ページ）

•

関連資料（x ページ）

•

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート（x ページ）

はじめる前に
このガイドのタスクを開始する前に、次の項目を理解しておいてください。
•

IX システムの即時ソフトウェア アップグレードの要件（vii ページ）

•

Unified CM デバイス パッケージの要件（viii ページ）

•

アセンブリおよび配線に関する注意事項（viii ページ）

•

システムの MAC アドレスの取得（viii ページ）

•

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）の要件（ix ページ）

•

Unified CM および COP ファイルのダウンロードのサポート（x ページ）

•

IX システムの Web ブラウザのサポート（x ページ）

IX システムの即時ソフトウェア アップグレードの要件
初回セットアップを開始する前に、Cisco.com から最新の IX ソフトウェア バージョンをダウン
ロードして、IX システムにロードする必要があります。詳細については、
『IX5000 and IX5200
First-Time Setup』の「Immediate Software Upgrade Requirements」参照してください。
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vii

Unified CM デバイス パッケージの要件
Unified CM ソフトウェアが最新のデバイス パッケージのバージョンであることを確認します。
ご使用の IX バージョンの最新の Unified CM デバイス パッケージを確認するには、
『Cisco
Unified Communications Manager Device Package Compatibility Matrix』を参照してください。

ヒント

IX5200 の場合は、[Cisco TelePresence のタイプ（Cisco TelePresence Type）] を Cisco TelePresence
IX5000（14 シート）、または Cisco TelePresence IX5000（18 シート）として設定してください。詳細
については、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX System』の「Product
Specific Layout Configuration Area」を参照してください。

アセンブリおよび配線に関する注意事項
『Cisco TelePresence System installation guide』内の注意事項に従って、IX システムが正しく取り付
けられ配線されていることを確認します。
『Cisco TelePresence IX5000 and IX5200 Installation
Guide』は次の URL にあります。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/assembly_guide/ix5000_install_guide.
pdf
製品の追加のハードウェアおよびソフトウェアの情報については、次の操作のいずれかを行い
ます。
•

Cisco.com にログインし、[サポート（Support）] をクリックし、[製品サポート（Product
Support）] テキスト ボックスに製品名を入力し、[検索（Find）] をクリックします。または、

•

http://www.cisco.com [英語] に移動して、次のナビゲーション パスを使用してシステムを検
索します。

[製品&サービス（Products & Services）] > [コラボレーション エンドポイント（Collaboration
Endpoints）] > [イマーシブ テレプレゼンス（Immersive TelePresence）] > [Cisco TelePresence IX5000
シリーズ（Cisco TelePresence IX5000 Series）]

システムの MAC アドレスの取得
MAC アドレスは、システムを Unified Communications Manager（Unified CM）に登録するために必
要です。次のいずれかの方法を使用して MAC アドレスを検索します。
•

ホスト CPU コーデック上のイーサネット ポートの横にあるラベルに記載された MAC アド
レス番号を探します。2 つの MAC アドレスがありますが、正しいアドレスはアップリンク接
続と EX1 イーサネット接続側のものです（図 1 を参照）。

•

システムを起動したら、中央のディスプレイを見てください。MAC アドレスがブートアップ
時に表示されます。

•

IX システム Web インターフェイスの [モニタリング（Monitoring）] ページで、MAC アドレス
は [ネットワーク データ（Network Data）] セクションに表示されます。詳細については、
「ネッ
トワーク データ (Network Data)」セクション（6-4 ページ）を参照してください。
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図1

（注）

ホスト CPU コーデック上の MAC アドレスの位置

Unified CM の各フィールドに MAC アドレスを入力するときは、スペースやダッシュを
使用しないでください。またラベルの MAC アドレスの前に付いている他の文字も含め
ないでください。

ネットワーク タイム プロトコル
（NTP）
の要件
NTP は、ネットワーク上でシステムのクロックを同期するために必要です。NTP が設定されてい
ない場合は、Cisco Unified CM の日時グループにアクセスし、NTP を正しく設定してシステム デ
バイス プールに割り当てます。詳細については、Cisco Unified Communications Manager
（CallManager）のホーム ページを参照してください。
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Unified CM および COP ファイルのダウンロードのサポート
Cisco オプション パッケージ（COP）ファイルの管理の詳細については、
『Configuring Cisco
Unified Communications Manager for the IX System』の「Adding and Configuring COP Files」を参照し
てください。これらのファイルを Unified CM にロードして、IX システムのソフトウェアをアッ
プグレードします。

IX システムの Web ブラウザのサポート
Cisco TelePresence System の管理インターフェイスは、次の Web ブラウザでサポートされてい
ます。
•

Internet Explorer（IE）バージョン 10 以降

•

Firefox バージョン 31 以降

•

Chrome バージョン 36 以降

•

Safari バージョン 6.1.5 以降

関連資料
構成ガイド、インストール ガイド、ユーザ ガイドを含む Cisco TelePresence IX5000 シリーズの一
連の全マニュアルについては、Cisco.com で IX5000 サポート マニュアルの一覧のページを参照
してください。
Cisco Unified CM の詳細については、Cisco Unified Communications Manager（CallManager）サポー
ト ホーム ページを参照してください。

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は、毎月更新される
『What's New in Cisco Product Documentation』
（http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html）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。
『What's New in Cisco Product Documentation』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧を 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配信されるようにすることもできます。RSS フィードは無料のサービ
スです。
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CHAPTER

1

IX システム ネットワークおよび帯域幅の
要件
初回更新日：2017 年 5 月 11 日

この章では、IX システムの臨場感あふれるビデオ品質を保証するためのネットワークと帯域幅
の要件について説明します。この章は、次の項で構成されています。
•

Quality of Service（QoS）
（1-1 ページ）
– パケット損失
（1-2 ページ）
– ジッター
（1-2 ページ）
– 遅延
（1-4 ページ）

•

（注）

IX システムの帯域幅管理（1-4 ページ）

このセクションに記載されている帯域幅要件は、ジッターやパケット損失がない環境における
ネットワーク テストに基づいています。極めて解像度が高いビデオでは、わずかなパケット損失
やジッターによってユーザ エクスペリエンスが大幅に損なわれることがあります。対話がリア
ルタイムで行われて自然な会話となるように、遅延を最小限に抑える必要があります。ネット
ワークの QoS 設定が適切でない場合や、WAN 経由のルーティング効率に問題がある場合は、ビ
デオ品質が損なわれる可能性があります。

Quality of Service
（QoS）
このセクションでは、IX5000 と IX5200 のサービス品質（QoS）の考慮事項について簡単に説明し
ます。IX システムの臨場感あふれる体験の品質には、パケット損失、遅延、ジッターを低減するた
めに、ネットワーク全体の Cisco スイッチおよびルータ上で QoS メカニズムを設定することが
必要です。可用性の高いインフラストラクチャを保証するには、ネットワーク障害またはトポロ
ジ変更の発生後に迅速に収束する、冗長なデバイスおよびネットワーク リンクも重要です。後続
のいくつかのセクションでは、IX システムのパケット損失、ジッター、および遅延の要件につい
て説明します。
•

パケット損失（1-2 ページ）

•

ジッター（1-2 ページ）

•

遅延（1-4 ページ）
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第1章

IX システム ネットワークおよび帯域幅の要件

Quality of Service（QoS）

詳細については、以下にある『Cisco Collaboration System 11.x Solution Reference Network Designs
(SRND)』のドキュメントを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11.html

パケット損失
IX システムにとってパケット損失は非常に重大であるため、パケット損失が 0.05 % のターゲッ
トを超えないようにネットワークを設定する必要があります。Cisco TelePresence コーデックは
1080pdisplay あたり約 5 Mbps（最大）で送信され、99 % 以上の圧縮に変換されます。パケット損失
の総合的な影響は比例的に拡大し、2000 パケットのうちの 1 つが欠落しても（0.05 % のパケット
損失）、エンド ユーザには重大な事態になります。
TelePresence Systems のパケット損失要件の詳細については、以下にある『Cisco TelePresence
Network Systems 1.1 Design Guide』を参照してください。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/TelePresence_Network_Systems_1-1_DG.pdf

ジッター
•

ジッターおよびジッターしきい値の定義について（1-2 ページ）

•

IX システムがジッターを測定する方法（1-3 ページ）

ジッターおよびジッターしきい値の定義について
ジッターは、ビデオ フレームがエンドポイントに到達する予定時間と到達した実時間との差と
定義されます。ジッターには、パケット ジッターとビデオ フレーム ジッターの 2 種類がありま
す。ビデオ フレームは、パケットで囲まれています。
パケット ジッターの場合、
『Cisco Collaboration System 11.x Solution Reference Network Designs

（SRND）』の「Network Infrastructure」セクションにあるガイドラインに従う必要があります。現
在、パケット レベルのジッター レベルは最大 100 ミリ秒（ms）に設定されています。
ジッターは、パケット レベル（ネットワーク層）ではなく、Cisco TelePresence Systems のビデオ フ
レーム レベル（アプリケーション層）で測定する必要があります。パケット フレーム ジッターが
0 ms のネットワークは、コーデックの RX バッファーがパケットの数が多くて処理できない場合
には、ビデオ フレーム レベルでジッターを持つこともできます。したがって、ビデオ フレーム間
隔のクロック レートに基づいて、ビデオ フレーム全体の到達時間とそのフレームの到達予定時
間とを測定する必要があります。30 fps のクロック レートは 33 ms、60 fps のクロック レートは
16.5 ms です。表 1-1 にある情報をネットワークのジッターのガイドラインとして使用します。
遠端のシステム コーデックのイーサネット ポートから、近端のシステム コーデックのイーサ
ネット ポートへのジッターを測定します。
表 1-1

ジッター値

メトリック
ビデオ ジッター

ターゲット
50 ms

しきい値
1 番目

2 番目

3 番目

4 番目

85 ms

125 ms

165 ms

245 ms
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Quality of Service
（QoS）

システムは次の方法でジッターを監視します。
•

•

コール中に、タッチ デバイスで [詳細（More）] > [ステータス（Status）] > [通話ステータス（Call
Status）] をタップして [ジッター（Jitter）] フィールドを表示すると、ジッター情報を表示でき
ます。ジッター値が [良好（Good）] である場合、ジッター率は 125 ms 未満です。[限界値
（Marginal）] は、ジッター レートが 125 ～ 165 ms であることを示します。[悪い（Poor）] は、
ジッターが 165 ms を超えていることを示します。
システムのジッター レートは監視できます。そうするには、システムの IX 管理コンソール
にログインし、[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call Statistics）] に移動し、[AV
コール ビデオ ストリームの統計情報（AV Call Video Stream Statistics）] タブをクリックして、
[送信（Transmit）] と [受信（Receive）] の両方のエリアでジッター レートを確認します。
ジッター レートは色分けされています。125 ms 未満のジッター レートは緑色でマークされ
ています。125 ～ 165 ms のジッター レートは黄色でマークされ、165 ms 以上のレートは赤色
でマークされています。
ジッター レベルを超過したときにシステム アクションが実行されないとしても、ビデオ フ
レーム レベルでのジッターはドロップされたビデオ フレームに密接に関係しています。RX
バッファーを超えた場合、システムはフレームのドロップを開始します。Cisco TelePresence
System は、ドロップされたフレーム数に基づいて通話品質を変更します。

•

IX システム画面上でステータス バーを使用すると、ジッターに密接に関連しているパケッ
トのドロップを監視できます。詳細については、
「システム ディスプレイでの IX 帯域幅品質
の確認」セクション（1-13 ページ）を参照してください。

（注）

Cisco TelePresence Server を使用するコールにはステータス バーは表示されません。ただ
し、バーが表示されるとしてもそうでないとしても、取られる手順は同じです。

IX システムがジッターを測定する方法
IX のシステムは各フレームの到着時にジッターを測定し、10 秒ごとおよびコール平均ごとの
ベースでジッターを報告します。ジッター期間レポートは、最後の 10 秒間のジッター測定結果
を示します。ジッター コール レポートは、コールごとの平均ジッター測定を示します。IX 管理イ
ンターフェイスでは、[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call Statistics）] ページで両方
のレポートにアクセスできます。

（注）

IX システムは、ネットワーク デバイスに適用されるビデオ フレーム間（パケット フレーム間で
はない）のジッターを測定します。ビデオ フレームは、画面の更新に使用される圧縮された写真
です。
IX システムは、フレーム期間で指定された予定到達時間からの最大偏差（早期パケットと遅延パ
ケットの両方）の合計としてジッターを計算します。
（遅延パケットは、画像が再構成されて画面
に送信された後に配信されるパケットです。これらのパケットは損失していないものの、ビデオ
デコーダでは使用できないので、損失パケットと同じ影響があります。）IX システムは、フレーム
の最終パケットの到達時間に基づいてフレーム ジッターを計算します。
たとえば、測定期間が（10 秒間と 300 フレームではなく）165 ms または 5 フレームの 30 fps ビデ
オ ストリームの場合、IX システムは 5 回のジッター計算を実行します。ジッター（期間）は 5 ms
（または 1 ms/フレーム [5 ms/5 フレーム = 1 ms ジッター/フレーム]）と報告されます。
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Frame Actual Arrival Time(ms) = 0 33 70 99 131
Frame Expected Arrival Time(ms) = 0 33 66 99 132
Offset = 0 0 +4 0 -1
Max Late = 4ms (absolute value)
Min Late = 1ms (absolute value)
Jitter/Period = 5ms (for this 165ms period)

このコールに 2 ジッター期間しかなかった場合、最初の期間のジッター測定は 5 ミリ秒になり、
2 番目の期間のジッター測定は 10 ミリ秒になります。ジッター/コールは 7.5 ミリ秒として報告
されます。
Jitter/Call = (((PerCallJitter * (NumMeasurementIntervals – 1)) + CurrentJitter) /
(NumMeasurmentIntervals)
Where: PerCallJitter = 5msecs
NumMeasurementIntervals = 2 (1-relative)
CurrentJitter = 10 msecs
Jitter/Call = 7.5msecs = (((5msecs * (2-1)) + 10msecs) / 2

遅延
IX システムは、他の Cisco TelePresence Systems と同様、ネットワーク遅延ターゲットは 150 ms
です。このターゲットにはネットワーク フライト時間が含まれますが、コーデック処理時間は含
まれません。TelePresence Systems の遅延要件の詳細については、以下にある『Cisco TelePresence
Network Systems 1.1 Design Guide』を参照してください。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/TelePresence_Network_Systems_1-1_DG.pdf

IX システムの帯域幅管理
ここでは、IX5000 および IX5200 の帯域幅に関する考慮事項について説明します。それから、拡張
帯域幅制御メカニズムと、それらのメカニズムが IX5000 および IX5200 にどのように実装され
ているかを説明します。

（注）

•

帯域幅管理の概要（1-5 ページ）

•

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン（1-6 ページ）

•

1080p 60-fps メイン ビデオの帯域幅要件（1-8 ページ）

•

高解像度のプレゼンテーション（1-15 ページ）

•

HD プレゼンテーションに必要な設定（1-16 ページ）

•

ビデオ帯域幅割り当ての重み付け（1-19 ページ）

このセクションは以前は、
「IX ソフトウェア機能」セクション（4-1 ページ）に記載されていました。
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帯域幅管理の概要
IX5000 および IX5200 で臨場感あふれるビデオ エクスペリエンスを提供するには、システムの
ピーク帯域幅要件を慎重に計画する必要があります。必ず、全体的なトラフィック要件に対応す
るのに十分な帯域幅がサービス プロバイダーからプロビジョニングされるようにしてくださ
い。IX は、次の帯域幅管理メカニズムをサポートしています。
•

Gradual Decoder Refresh（GDR）
（1-5 ページ）

•

エンコーダ ペーシング（1-6 ページ）

ビデオ圧縮の性質上、TelePresence トラフィックの量はマイクロバーストによって変動する可能
性があります。ビデオ会議中のピーク レートは、次のような場合によく発生します。
•

コールの開始時（または、保留状態のコールの再開時）。

•

修復フレームの生成時（たとえば、パケット損失からの回復時）。

•

ビデオで動きが多い（ハイモーション）とき（たとえば、参加者全員が立ち上がったときや、会
議室に入るときなど）。

•

コンテンツに細部情報やハイモーションが含まれている場合、またはプレゼンテーション
ビデオで全面的なシーン変更がある場合。

マイクロバーストが発生すると、ネットワーク パケット損失が発生し、修復フレームの作成がト
リガーされ、それによって帯域幅利用プロファイルのトラフィックがさらに変動することがあり
ます。IX システムでは、
拡張エンコーダ レート コントロールとパケット ペーシングを使用し

て、一定の帯域幅の使用平均を維持し、ネットワーク データ トラフィックのマイクロバース
トを抑制します。詳細については、
「Gradual Decoder Refresh（GDR）」セクション（1-5 ページ）
および
「エンコーダ ペーシング」セクション
（1-6 ページ）を参照してください。

Gradual Decoder Refresh
（GDR）
Gradual Decoder Refresh は、フレーム修復要求を実行するために IDR
（Instantaneous Decoder

Refresh）の代わりに使用されます。IDR フレームは他のフレームよりもはるかに大きいた
め、IDR はビデオ トラフィックのマイクロバーストの原因となることがよくあります。GDR
は、いくつかのフレームで画像を徐々にリフレッシュして、よりスムーズでバースト性の低
いビットストリームを提供します。IX システムは、IX システムと以下のシステム間のポイ
ントツーポイント コールにおける H.264 メイン ビデオ用に GDR をサポートしています。
•

別の IX システム

•

TX シリーズ システム

•

CTS シリーズ システム

GDR は、IX システムと以下のシステム間のコールにおける H.264 ポイントツーポイント プレゼ
ンテーション ビデオ用にサポートされています。
•

別の IX システム

•

TX シリーズ システム

GDR の詳細な概念情報については、
『Cisco Collaboration System 11.x Solution Reference Network
Designs（SRND）』の「Bandwidth Management」を参照してください。
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エンコーダ ペーシング
エンコーダ ペーシングは、パケットを可能な限り均等に分散して帯域幅のバーストのピークを
抑制するために使用される帯域幅管理の手法です。ネットワーク パケット ペーシングはビデオ
エンコーダの後に IX5000 で使用されます。
エンコーダ ペーシングはすべてのコール シナリオでサポートされます。エンコーダ ペーシング
の詳細な概念情報については、
『Cisco Collaboration System 11.x Solution Reference Network
Designs（SRND）』の「Bandwidth Management」を参照してください。
マイクロバーストは、帯域幅が比較的に短い間隔（100 ミリ秒など）で測定される場合に頻繁に発
生します。マイクロバーストは、ビデオ コール中に帯域幅が 1 秒以上の間隔で測定される場合に
は、あまり頻繁に発生しません。
IX システムにおけるエンコーダ ペーシングの実行に関する帯域幅の統計を測定する場合は、以
下のことに注意してください。
•

ネットワーク インターフェイスで測定を実行します。

•

Touch 10 デバイスまたは管理者ユーザ インターフェイスからの統計に頼らないでください。
Touch 10 デバイスで表示される統計は、エンコーダとデコーダの動作およびジッター バッ
ファ状態に関する瞬間的な測定値を示すものに過ぎません。それらの統計は、使用されてい
る帯域幅の正確な測定値を必ずしも表すものではなく、エンコーダ ペーシング メカニズム
が適用される前の帯域幅として見なす必要があります。

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン
IX システムで臨場感あふれるビデオ エクスペリエンスを実現するため、確実に、サービス プロ
バイダーから十分な帯域幅がプロビジョニングされるようにしてください。他のシステムと同
様、IX システムでは、ネットワーク オーバーヘッドとマイクロバーストによる吸収を考慮して、
平均の帯域幅使用量に加え、帯域幅消費に余裕をもたせる必要があります。
表 1-2、表 1-3、表 1-4、および表 1-5 に、さまざまなコール シナリオに対応するためにサービス プ
ロバイダーからプロビジョニングされる帯域幅の推奨量を示します。
推奨帯域幅に関するガイドラインには、次の情報が適用されます。
•

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドラインとして、レイヤ 2 ～ レイヤ 4 およびその他
のオーバーヘッドを考慮して、通常の帯域幅要件に 20% 追加します。計算には、バーストや
マイクロバーストのための予備量も含めます。

•

記載されているガイドラインは、最高のモーション品質のみに関するものです。モーション
品質が「高」および「良」の場合は、帯域幅要件が緩和されます。
帯域幅要件の計算については、
「エンドポイントが fps およびビデオ品質をどのように決定
するかを理解する」セクション（1-9 ページ）を参照してください。

•

ある IX システムから別の IX システムへのコールには 2 つの 1080p30 プレゼンテーション
ストリームが含まれます（H.264）。
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表 1-2 に、H.264 における 1080p30 コンテンツの帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライ
ンを示します。
表 1-2

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン：H.264 の 1080p30 コンテンツ

合計の帯域幅使用量
30 fps

60 fps

コール シナリオ

解像度

ベスト

ベスト

IX システムから IX システム

1080p

24.4 Mbps

31.6 Mbps

720p

18.1 Mbps

22.1 Mbps

IX システムから CTS または TX シ
ステム1

1080p

19.5 Mbps

26.7 Mbps

720p

13.2 Mbps

17.3 Mbps

IX システムから Cisco TelePresence
Server2

1080p

16.8 Mbps

NA

720p

13.2 Mbps

NA

IX システム ネイティブ SIP

1080p

9.7 Mbps

12.1 Mbps

720p

7.6 Mbps

8.9 Mbps

1. 60 fps は TX システムの場合にのみサポートされます。
2. Cisco TelePresence Server では、TIP/MUX コールでのみ、
「良」品質のモーションをサポートしています。

表 1-3 に、H.264 における 1080p5 コンテンツの帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライ
ンを示します。
表 1-3

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン：H.264 の 1080p5 コンテンツ

合計の帯域幅使用量
30 fps

60 fps

コール シナリオ

解像度

ベスト

ベスト

IX システムから IX システム

1080p

17.2 Mbps

24.4 Mbps

720p

10.9 Mbps

14.9 Mbps

1080p

15.9 Mbps

23.1 Mbps

720p

9.6 Mbps

13.7 Mbps

IX システムから CTS または TX シ
ステム1

1. 60 fps は TX システムの場合にのみサポートされます。
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表 1-4 に、H.265 における 1080p30 コンテンツの帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライ
ンを示します。
表 1-4

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン：H.265 の 1080p30 コンテンツ

合計の帯域幅使用量
30 fps

60 fps

コール シナリオ

解像度

ベスト

ベスト

IX システムから IX システム

1080p

18.6 Mbps

22.9 Mbps

720p

14.8 Mbps

17.3 Mbps

1080p

6.5 Mbps

NA

720p

5.4 Mbps

6.1 Mbps

IX システム ネイティブ SIP

表 1-5 に、H.265 における 1080p5 コンテンツの帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライ
ンを示します。
表 1-5

帯域幅のプロビジョニングに関するガイドライン：H.265 の 1080p5 コンテンツ

合計の帯域幅使用量
30 fps

60 fps

コール シナリオ

解像度

ベスト

ベスト

IX システムから IX システム

1080p

11.4 Mbps

15.7 Mbps

720p

7.6 Mbps

10.1 Mbps

1080p 60-fps メイン ビデオの帯域幅要件
Cisco TelePresence IX5000 System は、ポイントツーポイント コール中に 60 fps（1 秒あたりのフ
レーム数）で 1080p の品質（1080p60）でメイン ビデオを送受信できます。ここでは、60 fps で
1080p のメイン ビデオ機能について説明します。
•

必要なメイン ビデオ設定（1-9 ページ）

•

エンドポイントが fps およびビデオ品質をどのように決定するかを理解する（1-9 ページ）

•

システム ディスプレイでの IX 帯域幅品質の確認（1-13 ページ）
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必要なメイン ビデオ設定
Cisco TelePresence 環境で 60 fps のメイン ビデオ機能をイネーブルにするには、次の設定が必要
です。
•

IX エンドポイントの場合は、Unified CM バージョン 10 以降で次の変更を行います。
– [電話の設定
（Phone Configuration）] ページの [メインディスプレイの 1 秒あたりのフレー

ム数（Main Display Frames Per Second）] を「60 fps メイン（60 fps main）」に設定します。詳
細については、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX System』の
「Product Specific Configuration Layout Area」を参照してください。
– （任意）
[電話の設定（Phone Configuration）] ページの [ビデオ帯域幅割り当ての重み付け

（Video Bandwidth Allocation Weights）] を適切に設定します。このパラメータの詳細につ
いては、
「 ビデオ帯域幅割り当ての重み付け」セクション（1-19 ページ）を参照してくだ
さい。
必要な設定を行うと、IX エンドポイントが 60 fps の最大フレーム レートでメイン ビデオを送受
信できるようになります。

エンドポイントが fps およびビデオ品質をどのように決定するかを理解する
Cisco TelePresence コール設定時に、送受信エンドポイントは送受信するビデオ ストリームの fps
（30 または 60 fps）とビデオ品質（1080p または 720p）を決定します。
この決定は次の要素の結果として行われます。
•

送信エンドポイントと受信エンドポイント間でネゴシエートされる Transport Independent
Application Specific（TIAS）帯域幅の量。
帯域幅の最小量は、Unified CM の [電話の設定（Phone Configuration）] ページの [メインディ
スプレイの 1 秒あたりのフレーム数と品質（ディスプレイあたり）
（Main Display Frames Per
Second and Quality (Per Display)）] の設定によって決定されます。図 1-1 および表 1-6 に、
H.265 の場合の Unified CM 設定に基づく 30 fps および 60 fps のコールの帯域幅要件を示し
ます。図 1-2 および表 1-7 に、H.264 の場合の相当する帯域幅要件を示します。

•

使用されるビデオ圧縮標準（H.264 または H.265）。

•

ネットワークおよびシステムが対応できる最大フレーム サイズ。

•

送受信エンドポイントによるビデオ解像度とフレーム レート（fps 単位）
のネゴシエーション。

•

Unified CM でデバイスのリージョン設定で許可されている最大ビット レート。これらの設
定はデバイス プールに適用され、順にユーザのデバイスに適用されます。
リージョン設定を確認するには、Cisco Unified CM の管理 GUI にログインし、[システム
（System）] > [リージョン（Region）] に移動します。最大レートは、[ビデオコールの最大ビット
レート（オーディオを含む）
（Max Video Call Bit Rate (Includes Audio)）] フィールドに表示され
る値です。

•

コール中に検出されるパケット損失。この損失は、メイン ディスプレイに表示されるステー
タス バーで示されます。レートが変更されると、その新しいレートがメイン ディスプレイに
表示されます。表 1-11 で、バーを示し、説明します。

表 1-6 および表 1-7 では、表の最初の 3 つの列が必要条件を示しています。結果として送信でき
るビデオ ストリームが表の 4 番目の列に示されています。
いずれかの要素が最小要件を満たしていなければ、システムは、表 1-10 に示すように、次に低い
レートでビデオを送受信しようとします。
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たとえば、ネットワークが 1080p 60 の最高ビデオ品質でビデオ ストリームを送信するための最
小要件を満たすことができない場合、システムは 720p 60 のビデオ ストリームをネゴシエートし
ようとします。システムは、720p 60 のビデオ ストリームを送信するための要件を満たすことが
できない場合には、表 1-10 に示すように、720p 30 のビデオ ストリームをネゴシエートしようと
します。
コールが保留状態になり、その後再開された場合には、同じ要素を使用して帯域幅の量が再びネ
ゴシエートされます。

（注）

これらのレートは、ビデオ ストリームごとに指定され、プレゼンテーション ストリームを含み
ません。IX システムには 3 つのディスプレイ用に 3 つのビデオ ストリームがあるため、この数字
に 3 を掛けます。それから、表 1-15 に示されているプレゼンテーションに必要な帯域幅を足し
て、必要なネットワーク帯域幅を算出します。
表 1-6

ネットワーク パラメータおよび結果として生じる解像度/フレーム レートの考えられる値
（H.265）

最小優先
ビット レー
ト（kbps）

最小フ
レーム サ
イズ

最小 fps

結果として生じる解
像度と fps

2700

8100

60

1080p 60

900

3600

60

720p 60

1800

8100

30

1080p 30

600

3600

30

720p 30

表 1-7

シグナリング パラメータおよび結果として生じる解像度/フレーム レートの考えられる値
（H.264）

最小優先
ビット レー
ト（kbps）

最小フ
レーム サ
イズ

最小 fps

結果として生じる解
像度と fps

4500

8100

60

1080p 60

1500

3600

60

720p 60

3000

8100

30

1080p 30

1000

3600

30

720p 30
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図 1-1 は H.265 ビデオ圧縮形式を使用する場合に必要な帯域幅を示し、図 1-2 は H.264 形式を使
用する場合に必要な帯域幅を示します。
Unified CM 品質ごとの H.265 帯域幅要件（ディスプレイあたり）

1080p

60fps

Best

3600 k

Better

3150 k

Good

2700 k

Best
60fps
Best
30fps

Order of
Preference

720p

2400 k

2025 k

Better 1350 k
Good

900 k

Best

1350 k

Better

900 k

Good

600 k

Better 2100 k
Good

1800 k

30fps

393419

図 1-1
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Unified CM 品質ごとの H.264 帯域幅要件（ディスプレイあたり）

1080p

60fps

Best

6000 k

Better

5250 k

Good

4500 k

Best
60fps
Best
30fps

Order of
Preference

720p

4000 k

3375 k

Better 2250 k
Good

1500 k

Best

2250 k

Better

1500 k

Good

1000 k

Better 3500 k
Good

3000 k

30fps

393420

図 1-2

表 1-8 に H.265 の場合の 30 fps と 60 fps のコールに対する帯域幅要件を示し、表 1-9 に H.264 の
場合の同じ情報を示します。
表 1-8

Unified CM 品質に基づく H.265 帯域幅要件（ディスプレイあたり）

メイン ディスプレ
イの 1 秒あたりのフ
レーム数の設定

品質（ディスプレイあたり）の設定
ベスト
良
1080p 帯域幅要件（kbps）

高

60 fps メイン

3600

3150

2700

30 fps メイン

2400

2100

1800

720p 帯域幅要件
（kbps）

60 fps メイン

2025

1350

900

30 fps メイン

1350

900

600
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表 1-9

Unified CM 品質に基づく H.264 帯域幅要件（ディスプレイあたり）

メイン ディスプレ
イの 1 秒あたりのフ
レーム数の設定

品質（ディスプレイあたり）の設定
ベスト
良
1080p 帯域幅要件（kbps）

高

60 fps メイン

6000

5250

4500

30 fps メイン

4000

3500

3000

60 fps メイン

3375

2250

1500

30 fps メイン

2250

1500

1000

720p 帯域幅要件
（kbps）

表 1-10

ネゴシエートされたダウングレード パス

最初にネゴシエートされた解像度とフ
レーム レート
コール中のダウングレード パス
最初にネゴシエートされた 60 fps コール
60 fps で 1080p

60 fps で 720p、その後 30 fps で 720p

60 fps で 720p

30 fps で 720

最初にネゴシエートされた 30 fps コール

30 fps で 1080p

30 fps で 720

30 fps で 720p

30 fps で 720

60 fps 対応の Cisco TelePresence エンドポイントとデバイスは、次の状況では、30 fps でメイン ビ
デオ ストリームを送信します。
•

30 fps の最大フレーム レートをサポートするエンドポイントまたはデバイスとのコール中。

•

[電話の設定（Phone Configuration）] ページの [メインディスプレイの 1 秒あたりのフレーム
数（Main Display Frames Per Second）] の設定として 60 fps をサポートしていない Cisco
Unified CM バージョンに登録されている Cisco TelePresence エンドポイントとのコール中。

•

[電話の設定（Phone Configuration）] ページの [メインディスプレイの 1 秒あたりのフレーム
数（Main Display Frames Per Second）] の設定で 60 fps はサポートしているが「30 fps メイン」
はサポートしていない Unified CM バージョンに登録されている Cisco TelePresence エンドポ
イントとのコール中。

システム ディスプレイでの IX 帯域幅品質の確認
IX ソフトウェアがネットワーク品質の変化を検知すると、アイコンがメイン ディスプレイ画面
に表示されます。接続品質が不良状態になると、コールは終了されます。
表 1-11 で、メイン ディスプレイに表示されるコール接続ステータス アイコンについて説明し
ます。
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（注）

表 1-11

コール接続ネットワーク ステータス バー

ステータス バー
バーが 5 本

バーが 4 本

5 本、4 本、3 本のバーを使用して、コールのビデオ レート（1080p、720p、または CIF）が示されま
す。残りのバーを使用してパケット損失が示されます。コールのバーの数が 1 本または 2 本まで
に減った場合は、表 1-11 に示すレートで過度のパケット損失がネットワークで発生しているこ
とを意味します。

説明
•

すべての受信ストリームが 1080p であり、警告しきい値である 1% を超える
パケット損失は発生していません。

•

受信プレゼンテーション（アクティブの場合）のパケット損失は 2% 未満です。

•

受信 HD ストリームの最低解像度が 720p であり、パケット損失は 1% 以下
です。

•

受信プレゼンテーション（アクティブの場合）のパケット損失は 2% 以下です。

（注）

バーが 3 本

バーが 2 本

バーが 1 本

Cisco TelePresence Server（TS）を使用して 30 fps で 1080p のコールを実行
する場合は、パケット損失がなくてもバーは 4 本しか表示されません。

•

受信 HD ストリームの最低解像度が CIF（Common Intermediate Format）であ
り、パケット損失は 1% 以下です。

•

受信プレゼンテーション（アクティブの場合）のパケット損失は 2% 以下です。

•

パケット損失の最大パーセンテージが警告しきい値である 1% を超えてい
ますが、10% 未満です。

•

受信プレゼンテーション（アクティブの場合）のパケット損失は 2～10% です。

•

すべての受信 HD ストリームでパケット損失の最大パーセンテージが 10%
を超えています。

•

受信プレゼンテーション（アクティブの場合）のパケット損失が 10% を超え
ています。
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高解像度のプレゼンテーション
ここでは、サポートされているプレゼンテーションの解像度およびプレゼンテーションのオー
ディオとビデオのケーブルに関する情報を説明し、次の項があります。
•

HD プレゼンテーションの概要（1-15 ページ）

•

サポートされるプレゼンテーション デバイスおよびテスト済みアダプタ（1-15 ページ）

•

解像度のサポート（1-16 ページ）

•

HD プレゼンテーションに必要な設定（1-16 ページ）

•

HD プレゼンテーション ビデオ解像度の拡大縮小（1-17 ページ）

•

HD プレゼンテーション機能の帯域幅要件（1-18 ページ）

HD プレゼンテーションの概要
IX ソフトウェアを実行しているシステムは、1 秒あたり 30 フレームで最大 1080p（1080p 30）の
高解像度（HD）プレゼンテーションをサポートしています。Cisco TelePresence IX5000 および
IX5200 システムは、HD プレゼンテーション機能をサポートしています。

サポートされるプレゼンテーション デバイスおよびテスト済みアダプタ
IX5000 システムのプレゼンテーション ケーブルには次のデジタル コネクタがあります：
DisplayPort、ミニ DisplayPort、HDMI。
さまざまなサードパーティ製のプレゼンテーション デバイスが IX システムのプレゼンテー
ション ケーブルのコネクタでサポートされています。サポートされるプレゼンテーション デバ
イスは次のとおりです。
•

HDMI コネクタを使用したラップトップ（PC）

•

次のコネクタを使用した MacBook Air と MacBook Pro
– HDMI コネクタ
– DisplayPort コネクタ
– ミニ DisplayPort コネクタ

（注）

•

一部の Apple デバイスでは、プレゼンテーションの共有に使用されている場合、画面に点
滅が表示されることがあります。この問題が発生した場合は、解像度の質を低い解像度に
変更します。

Apple が提供する独自の HDMI アダプタを使用する iPad 製品

アダプタが VGA プレゼンテーションで必要な場合は、以下のテスト済みアダプタを推奨します。
•

SYBA USA VGA/HDMI コンバータ
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解像度のサポート
HD プレゼンテーション信号の幅と高さの比例関係（別名縦横比）は 16:9 であるのに対し、アナ
ログのプレゼンテーション信号の場合は 4:3 です。
表 1-12 に、プレゼンテーション デバイスによって共有される共通解像度、対応する縦横比、およ
び解像度をサポートするプレゼンテーション デジタル ケーブルの概要を示します。IX システム
は表に示すプレゼンテーション解像度のすべてをサポートしていますが、EDID（Extended
Display Identification Data）は 1080p、720p および VGA のみをサポートしています。
表 1-12

プレゼンテーション デバイスによって共有される解像度の縦横比

プレゼンテーション デバイスによって共
有される解像度

縦横比

30、15、または 5 fps で 1920 X 1080（1080p） 16:9
30、15、または 5 fps で 1280 X 720（720p）

16:9

30、15、5、または 1 fps で 1024 X 768（XGA） 4:3
30、15、5、または 1 fps で 640 X 480（VGA） 4:3

（注）

一部のプレゼンテーション解像度では、プレゼンテーション表示領域のすべてのスペースが占
領されないことがあります。たとえば、プレゼンテーションを送信しているラップトップの解像
度が 1600x900 に設定され、プレゼンテーション ディスプレイの解像度が 1920x1080 に設定され
ている場合、ディスプレイに表示される画像は 1600x900 ピクセルでその周りに黒枠が付き、ピ
クセルの合計サイズは 1920x1080 になります。
PC を使用しているときにプレゼンテーション ディスプレイの周りに表示される黒枠をなくす
には、PC のコントロール パネルを開き、PC の [デスクトップの背景の変更（Change Desktop
Background）] に移動して、画像位置を「塗りつぶし（Fill）」に変更します。

HD プレゼンテーションに必要な設定
Binary Floor Control Protocol（BFCP）と TelePresence Interoperability Protocol
（TIP）の両方がコール
に対してネゴシエートされた場合、TIP が優先され、BFCP はプレゼンテーションの制御に使用
されません。BFCP は、IX ソフトウェアを実行するシステムのプレゼンテーションを制御するた
めの優先プロトコルとなります。
表 1-13 に、IX エンドポイントで機能するように HD プレゼンテーションをイネーブルにする
Unified CM の設定について説明します。追加設定は必要ありません。
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表 1-13

各 IX エンドポイントに必要な Unified CM の設定

Unified CM の設定

注記

各 IX エンドポイントでは、BFCP を使用している場 標準 SIP BFCP プロファイルを指定すると、コールがドロップ
され BFCP が正しく動作しない場合があります。
合でも、SIP プロファイルに対し標準 SIP プロファ
イルを使用します（標準 SIP BFCP プロファイルで
はなく）。
[電話の設定（Phone Configuration）] ウィンドウ内の BFCP の設定の詳細については、
『Configuring Cisco Unified
[プロトコル固有情報（Protocol Specific Information）] Communications Manager for the IX System』の「Configuring the
領域の [BFCP を使用するプレゼンテーション共有 BFCP over UDP Collaboration Feature」を参照してください。
を許可（Allow Presentation Sharing Using BFCP）]
チェックボックスを必ずオンにしてください。
「ビデオ帯域幅割り当ての
電話の設定では、[ビデオ帯域幅割り当ての重み付け このパラメータの詳細については、
（Video Bandwidth Allocation Weights）] のデフォルト 重み付け」セクション（1-19 ページ）を参照してください。
値は [8 メイン/2 プレゼンテーション（8 Main/
2 Presentation）] です。必要に応じてこの設定を調整
します。
Unified CM 設定の詳細については、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX
System』を参照してください。

HD プレゼンテーション ビデオ解像度の拡大縮小
HD プレゼンテーションの場合は、コンテンツを共有している IX ソフトウェアを実行している
システムは、共有されるコンテンツ（スライド プレゼンテーション、ドキュメント、ビデオなど）
の解像度を自動的に変更できます。表 1-14 に、一般的なプレゼンテーション デバイス ディスプ
レイの解像度と、IX エンドポイントによって拡大縮小および送信できるコンテンツの解像度の
概要を示します。
一般に、HD プレゼンテーションは次の拡大縮小方式をサポートします。
•

XGA に拡大できる 1280x720（720p）を除き、高解像度への拡大はサポートされていません。

•

XGA の低解像度への縮小がサポートされています。

拡大縮小はネットワークの低帯域幅に対応するために実行されます。IX ソフトウェアを実行し
ているシステムは、プレゼンテーションを拡大縮小する前に、プレゼンテーションのフレーム
レートを下げます。これによりビデオのクリアさが維持されます。
表 1-14

一般的なデバイス ディスプレイの解像度と拡大縮小された解像度

プレゼンテーション デバ
イスによって共有される
解像度

拡大縮小された解像度
1920x1080
（1080p）

1280x720 1024x768 640x480
（720p） （VGA） （VGA）

1920x1080（1080p）

○

なし

○

○

1280x720（720p）

なし

○

○

○

1024x768（VGA）

なし

なし

○

○

640x480（VGA）

なし

なし

なし

○
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HD プレゼンテーション機能の帯域幅要件
各タイプのビデオが送信される解像度とフレーム レートは、使用可能な帯域幅に基づいています。
表 1-8（1-12 ページ）および表 1-9（1-13 ページ）に、サポートされる 60 fps メイン ビデオ送信解像
度とフレーム レートに必要な帯域幅を示し、表 1-15 に、サポートされる HD プレゼンテーション
送信解像度とフレーム レートに必要な帯域幅を示します。

（注）

表 1-15 での説明どおりにどの程度ネットワーク帯域幅が実際に使用されるかに関係なく、IX シ
ステムは必ず HD 表示（4000Kbps）用に最大量の帯域幅をネゴシエートします。
表 1-15

サポートされる HD プレゼンテーション送信解像度とフレーム レートに必要な帯域幅

送信解像度

30 fps
（kbps）

15 fps
（kbps）

5 fps
（kbps）

5 fps（最小）1
（kbps）

1920x1080（1080p）

4000

2500

[1000]

500

1680 X 1050

3700

2200

900

450

1440 X 900

2900

1750

725

350

1280 X 800

2450

1450

600

300

1280x720（720p）

2250

1350

550

250

1024x768（VGA）

2000

1200

500

250

800 X 600

1400

825

350

175

640x480（VGA）

1000

600

250

100

1. これらの帯域幅レートは必要最小限のレートです。最大限のパフォーマンスを実現するに
は、さらに高い帯域幅が推奨最小帯域幅となります。

複数のプレゼンテーション ストリームをサポートするコールでは、追加分のストリームごとに
必要な帯域幅を増やします。IX エンドポイント間の P2P コールで 2 つのプレゼンテーション ス
トリームを使用する場合、必要な帯域幅は 2 倍になります。たとえば、1080p60 の 2 つのプレゼン
テーション ストリームでは 8 Mbps が必要です。
ビデオおよびプレゼンテーション コンテンツの帯域幅計算の詳細については、
「サンプル帯域幅
の計算」セクション（1-19 ページ）を参照してください。

ヒント

制限された帯域幅のシナリオで、fps が高く解像度は低いプレゼンテーションを送信する場合
は、プレゼンテーションの送信元でプレゼンテーションの解像度を変更できます。たとえば、最
大レートが 1000 Kbps の条件で、1920x1080 のプレゼンテーションを 5 fps で送信する場合、プレ
ゼンテーションの解像度を 640x480 に変更することで 640X480 のプレゼンテーションを 30 fps
で送信できます。

複数のプレゼンテーション ストリーム
IX と IX 間のポイントツーポイント会議では、最大 2 つのプレゼンテーション ストリーム（たと
えば、1 つのプレゼンテーション コンテンツ ソースと 1 つのホワイトボード ソース）を共有でき
ます。ビデオ会議を使用せずにローカルで会議を開く場合は、最大 3 つのプレゼンテーション ス
トリームを共有できます。
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ビデオ帯域幅割り当ての重み付け
ビデオ帯域幅割り当ての重み付けパラメータを使用すると、会議中のメイン ビデオとプレゼン
テーション ビデオの帯域幅比のバランスをとることができます。
この機能は、オーディオ、メイン ビデオ、およびプレゼンテーション ビデオのメディア ストリー
ムを送信するために Cisco TelePresence エンドポイントが使用するセッション帯域幅の量が利用
可能なセッション帯域幅を超えている場合に使用します。
Unified CM 管理コンソールの [プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] 領
域の [帯域幅割り当ての重み付け（Bandwidth Allocation Weights）] フィールドにこの値を追加し
ます。
重みは合計数 10m に基づくものであり、このパラメータのデフォルト値は、メイン ビデオの場
合はウェイトが 8 で、プレゼンテーション ビデオの場合はウェイトが 2 です（8 メイン/2 プレゼ
ンテーション）。
Cisco TelePresence System IX5000 は帯域割り当て機能をサポートしています。
次の値がこの機能に対してサポートされています。最初の値はメイン ビデオのウェイトで、2 番
目の値はプレゼンテーション ビデオのウェイトです。
9 メイン/1 プレゼンテーション
8 メイン/2 プレゼンテーション（デフォルト）
6 メイン/4 プレゼンテーション
4 メイン/6 プレゼンテーション
3 メイン/7 プレゼンテーション
（注）

使用される帯域幅割り当てウェイトをシステム操作ログで参照する場合は、Unified CM リー
ジョン設定を確認し、ビデオと臨場感あふれるビデオ コールのための十分なビデオ帯域幅が許
可されていることを確認します。Unified CM リージョン設定により帯域幅割り当てウェイトが
頻繁にトリガーされることがあり、これにより通話品質は大幅に低下する可能性があります。

サンプル帯域幅の計算
1080p30 のプレゼンテーションを使用するフル 1080p60 の「最高」品質のコールでは、次の帯域幅
が必要になります。
H.265：8.1 Mbps（メイン ビデオ）+ 4 Mbps（1080p30 のプレゼンテーション ビデオ）= 12.1 Mbps
H.264：13.5 Mbps（メイン ビデオ）+ 4 Mbps（1080p30 のプレゼンテーション ビデオ）= 17.5 Mbps

（注）

メイン ビデオのレートは、ディスプレイごとのレートにディスプレイ数（3）を掛けて計算しま
す。H.265 では、表 1-8 のレートの場合、画面ごとのレートは 1080p60（「高」品質）で 2.7 Mbps とな
り、H.264 では、表 1-9 のレートの場合、画面ごとのレートは 1080p60（「高」品質）で 4.5 Mbps とな
ります。これらの数を掛けると、ビデオ レートはそれぞれ 8.1 Mbps と 13.5 Mbps になります。
帯域幅の計算

使用可能な帯域幅に合わせるために、エンドポイントはビデオ帯域幅割り当ての重み付けパラ
メータの値を含むこれらの汎用式に基づいて計算を実行します。
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定義：
セッション ビデオ帯域幅（SVB）= セッション帯域幅の合計 - オーディオ帯域幅
メイン ビデオのウェイト（Mwt）= メイン ビデオ ストリームに設定されたウェイト
メイン ビデオの総ウェイト（T_Mwt）= ストリーム数 X メイン ビデオのウェイト
プレゼンテーション ビデオのウェイト（Pwt）= プレゼンテーション ビデオ ストリームに設定さ
れたウェイト
プレゼンテーション ビデオの総ウェイト（T_Pwt）= ストリーム数 X プレゼンテーション ビデオ
のウェイト
総ウェイト（TW）= T_Mwt + T_Pwt
メイン ビデオ帯域幅を割り当てる式：
SVB X (T_Mwt/ TW) = Mwt
プレゼンテーション ビデオ帯域幅を割り当てる式：
SVB X (T_Pwt/ TW) = Pwt
レートの計算例

使用可能なネットワーク帯域幅の合計が 6.0 Mbps であり、プレゼンテーション ストリームが
1 つの場合は、次のようになります。
T_Mwt = (3（メイン ビデオ ストリームの数）X 8) (Mwt) = 24
T_Pwt = (1（プレゼンテーション ビデオ ストリームの数）X 2) (Pwt) = 2
TW = 26
割り当てられるメイン ビデオ帯域幅 = 6 X (24/26) = 5.53 Mbps（ディスプレイあたり 1.84 Mbps）
割り当てられるプレゼンテーション ビデオ帯域幅 = 6 X (2/26) = 0.47 Mbps
H.265 では、表 1-8 のレートの場合、ディスプレイあたり1.84 Mbps は 720p60（「良」品質）または
1080p30（「高」品質）をサポートするには十分です。どちらの解像度になるかは、最初のコールが
60 fps であるか 30 fps であるかによって決まります。
H.264 では、表 1-9 のレートの場合、ディスプレイあたり1.84 Mbps は 720p30（「良」品質）をサポー
トするには十分です。
H.264 と H.265 のどちらのエンコーディングでも、表 1-15 のレートの場合、受信では 5 fps で解像
度 720p のストリームを、送信では 5 fps で 640x480 のストリームをサポートします。
（注）

この例では、ストリームが 1 つであると想定しています。コンテンツ ストリームの数が増えると、
コンテンツごとに使用可能な帯域幅ストリームが 2 で割られるので、計算結果が変わります。
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目次
この章は、次の項で構成されています。
•
•

概要（2-1 ページ）
[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム ページ
（2-3 ページ）

•

ナビゲーション（2-5 ページ）

•

次の作業（2-5 ページ）

概要
Cisco TelePresence IX5000 の管理者ユーザ インターフェイスを使用して IX システムの維持およ
び管理します。

（注）

一度に管理者ユーザ インターフェイスにアクセスできる管理者は 1 人だけです。
管理タスクは次のとおりです。
•

Cisco TelePresence IX システム デバイスのセットアップ

•

すべてのシステム設定の構成

•

デバイス情報と詳細なシステム ステータス情報の表示

•

システム デバイスの動作ステータスのモニタリング

初回セットアップの手順については、次の URL の『IX5000 and IX5200 First-Time Setup』のマニュ
アルを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.
html
図 2-1 に、[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム
ページの例を示します。これは、ユーザ インターフェイスへのログイン後に最初に表示される
ページです。ページの左側のパネルでアイコンをクリックすると、該当の領域が表示されます。
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概要

図 2-1

[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム ページ（上半分）

（注）

図 2-2

図 2-1 は、[管理者（Administrator）] ホーム ページの上半分を示しています。その他のモニタリン
グ タスクの情報とシステムの詳細を表示するには、ページを下にスクロールします（図 2-2）。こ
のページの左側のペインに表示されている他のユーザ タスクについても、タスク固有の情報を
すべて表示するにはスクロールする必要があります。

[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム ページ（下半分）
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[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム ページ

[Cisco TelePresence IX5000 管理者
（Cisco TelePresence
IX5000 Administrator）
] ホーム ページ
[管理者（Administrator）] ホーム ページは次の 3 つのセクションから構成されます。
•

[システム ステータス（System Status）] ヘッダー バー

•

[管理者タスク（Administrator tasks）] パネル

•

System status

[システム ステータス
（System Status）
] ヘッダー バー
すべての [管理者（Administrator）] ページの上部にあるヘッダー バーには、IX システムに関する
次の情報が含まれています。
•

ダイヤル番号：使用中のシステムのディレクトリ（電話）番号を示します。

•

赤色の番号付きアイコン：動作を停止したシステム サービスの数を示します。

•

コール ステータス アイコン：システムがコール中かまたはコールから退出したことを示し
ます。次の 2 つのコール インジケータ アイコンがあります。

•

•

緑色のミュートが解除された電話機：IX システムがコール中
であることを示します。

•

灰色のスラッシュ記号がついた電話機：IX システムがコール
から退出した（コール中でない）ことを示します。

[ログアウト（Logout）] ボタン：IX システムからログアウトするにはクリックします。

[管理者タスク
（Administrator Tasks）
] パネル
システム管理者は、[管理者（Administrator）] ホーム ページにアクセスした後、自分の IX システム
とハードウェア コンポーネントを監視、設定または変更できます。このページの左側のパネルに
は、それらの管理タスク ページへのリンクが含まれています。
•

モニタリング（Monitoring）

•

設定（Configuration）

•

初回セットアップ（First Time Setup）

•

ハードウェア（Hardware）

•

ログ（Logs）

•

再起動/リセット（Restart/Reset）
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[Cisco TelePresence IX5000 管理者（Cisco TelePresence IX5000 Administrator）] ホーム ページ

システム ステータス
（System Status）
[システム ステータス（System Status）] は、図 2-1 に示すように [管理者（Administrator）] ホーム
ページの右上に常に表示されます。システム管理者は、IX システム機能と機器のステータスに変
更がないかこのエリアをよく監視する必要があります。システム ステータスは 5 秒ごとに更新
されます。

ステータス インジケータ
IX システム コンポーネントには次のものがあります。
•

表示内容

•

カメラ

•

マイク

•

Touch デバイス

•

Call Control Manager

[システム ステータス（System Status）] セクションには、各システム コンポーネントの動作ス
テータス アイコンが表示されます。

•

緑色のチェック マーク：コンポーネントは設定済みで
動作しています。

•

赤色の X：コンポーネントは接続されていないか設定
されていません。
– ディスプレイ：ビデオ ディスプレイのケーブルが

接続されていないか、またはディスプレイの電源
が入っていません。
– カメラ：カメラのビデオ ケーブルが接続されてい

ないか緩んでいる、またはイーサネット ケーブル
が接続されていません。
– マイク：マイクがオフラインか接続されていません。
– Touch デバイス：Touch 10 デバイスに電源が入って

いません。
– Call Control Manager：システムが Call Control

Manager（Unified CM）に登録されていません。

詳細については、第 3 章「インターフェイスのフィールドについて」を参照してください。
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ナビゲーション

ナビゲーション
オプションのインターフェイス ページに移動するには、[管理者（Administrator）] ホーム ページ
の左側のパネルにあるタスク オプションをクリックします。オプションのページにアクセスす
ると、特定のシステム タスクを確認し、ステータスをモニタできます。メインのコンテンツ領域
に表示されるシステム データを参照するには、各ページのウィンドウを下にスクロールします。
次の項では、管理者ユーザ インターフェイスに関連するページに表示されるオブジェクト、機
能、および情報について説明します。
•

フィールドの情報の入力と選択（2-5 ページ）

•

フィールドのシステム情報の検証（2-5 ページ）

フィールドの情報の入力と選択
フィールドの情報を変更するには、マウスを使用して既存の情報を強調表示し、削除します。そ
の後、新しい情報を入力します。フィールドによってはドロップダウン メニューが表示されるの
で、そこから設定を選択します。

フィールドのシステム情報の検証
すべての [管理者（Administrator）] ページには、管理者タスク パネルの左側に [再起動/リセット
（Restart/Reset）] ボタンがあり、最初はディセーブルになってます。管理者タスク ページのいずれ
かを変更したり設定を追加すると、このボタンがイネーブルになります。
•

IX システムをリブートするには、[再起動（Restart）] ボタンを使用します。

•

変更を廃棄し、工場出荷時の IX システム値に戻すには、[リセット（Reset）] ボタンを使用し
ます。

他の [管理者（Administrator）] ページには、IP アドレス、ドメイン名、メディア ポート番号（表示の
み）などの情報が含まれているフィールドがあり、フィールドを終了すると有効になります。
フィールド内の情報が無効であると判明した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。

次の作業
管理者ユーザ インターフェイスにアクセスし、インターフェイス内のフィールドの詳細を参照
するには、第 3 章「インターフェイスのフィールドについて」に進みます。
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インターフェイスのフィールドについて
改訂日：2016 年 11 月 22 日

目次
この章は、次の項で構成されています。
•

TelePresence IX5000 管理者ユーザ インターフェイスへのアクセス（3-1 ページ）

•

[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド（3-3 ページ）

•

[設定（Configuration）] 領域のフィールド（3-7 ページ）

•

[初回セットアップ（First Time Setup）] 領域のフィールド（3-13 ページ）

•

[ハードウェア（Hardware）] 領域のフィールド（3-14 ページ）

•

[ログ（Logs）] 領域のフィールド（3-17 ページ）

•

[再起動/リセット（Restart/Reset）] 領域のフィールド（3-21 ページ）

•

次の作業（3-22 ページ）

TelePresence IX5000 管理者ユーザ インターフェイスへの
アクセス
TelePresence IX5000 管理者ユーザ インターフェイスでは、IX システムの監視、構成、セットアッ
プ、トラブルシューティング、ログ、再起動またはリセットが行えます。
システムの Cisco TelePresence デバイスに関する情報を表示するには、次の手順を実行します。
手順 1

次の手順に従って、管理者ユーザ インターフェイスにログインします。
a. 「IX システムの Web ブラウザのサポート」
セクション（x ページ）の一覧からインターネット

ブラウザを選択します。
b.

ブラウザ ウィンドウを開き、[URL] フィールドに IX システムの IP アドレスを入力し、Enter
キーを押します。[管理者用のログイン（Administrator Login）] 画面が図 3-1 のように表示さ
れます。
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インターフェイスのフィールドについて

TelePresence IX5000 管理者ユーザ インターフェイスへのアクセス

図 3-1

（注）

[管理者用のログイン（Administrator Login）] 画面

c.

[ユーザ名（Username）] フィールドに admin と入力します。

d.

[パスワード（Password）] フィールドに cisco と入力します。

[SSH 管理者パスワード（SSH admin Password）] フィールドを変更することにより、Unified CM で
デフォルト パスワードを変更できます。詳細については、
『Configuring Cisco Unified
Communications Manager for the IX System』の「SSH Information Area」を参照してください。
e.

[サインイン（Sign In）] をクリックします。

[管理者（Administrator）] ホーム ページが図 3-2 のように表示されます。
図 3-2

[管理者（Administrator）] ホーム ページ
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[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド

手順 2

（注）

[管理者（Administrator）] ホーム ページから、次の領域のさまざまな管理者タスクのデータ
フィールドに移動してアクセスできます。
•

[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド

•

[設定（Configuration）] 領域のフィールド

•

[初回セットアップ（First Time Setup）] 領域のフィールド

•

[ハードウェア（Hardware）] 領域のフィールド

•

[ログ（Logs）] 領域のフィールド

•

[再起動/リセット（Restart/Reset）] 領域のフィールド

[管理者（Administrator）] ホーム ページは、ユーザ インターフェイスの [モニタリング
（Monitoring）] 領域に常に開いています。

[モニタリング
（Monitoring）
] 領域のフィールド
[モニタリング（Monitoring）] 領域には、IX システムと Unified CM で設定済みの構成に関する詳
細が含まれています。ここでは、[モニタリング（Monitoring）] 領域に表示されるデータ フィール
ドについて説明します。次のシステム モニタリング情報が使用可能です。

（注）

•

システム ステータス（System Status）

•

コール統計（Call Statistics）

•

ネットワーク データ (Network Data)

管理インターフェイスの [モニタリング（Monitoring）] 領域にアクセスした後、データ フィール
ドを表示するにはページを下にスクロールします。

システム ステータス
（System Status）
[システム ステータス（System Status）] セクションから IX システムのハードウェア コンポーネ
ントの現在の動作状態を確認します。図 3-3 は、[システム ステータス（System Status）] のコン
ポーネント ステータス インジケータが表示されるインターフェイス ホーム ページの右上部分
の例を示しています。
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[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド

図 3-3

[モニタリング（Monitoring）] > [システム ステータス（System Status）] セクション

[システム ステータス（System Status）] 領域には、IX システム デバイスの動作状態が表示されま
す。設定済みで動作中のコンポーネントは緑色のチェック マークで示されます。接続されていな
い、または設定されていないコンポーネントは赤色の X で示されます。
表 3-1 は [システム ステータス（System Status）] のフィールドについて説明しています。
表 3-1

[システム ステータス（System Status）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

表示内容

メインおよび補助用のビデオ ディスプレイの動作状態を示し
ます。非動作状態は、ビデオ ケーブルが接続されていない、また
はディスプレイに電源が入っていないことが原因である可能
性があります。

カメラ

システム カメラの動作状態を示します。非動作状態は、ビデオ
ケーブルが接続されていなかったりたるんでいる、またはイー
サネット ケーブルが接続されていないことが原因である可能
性があります。

マイク

システム マイクの動作状態を示します。非動作状態は、マイクが
オフラインになっていることが原因である可能性があります。

Touch デバイス

システムの Touch 10 デバイスの動作状態を示します。

Call Control Manager

IX システムが Call Control Manager（Unified CM）に登録されて
いるかまたは登録されていないかを示します。
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[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド

コール統計
（Call Statistics）
コーデックによって収集された音声とビデオの統計を表示するには、[コール統計（Call
Statistics）] を使用します。レポートには、収集された情報の種類の把握に役立つ情報が含まれて
います。
[コール統計（Call Statistics）] を表示するには、[モニタリング（Monitoring）] を選択し、[コール統
計（Call Statistics）] までスクロールします。[コール統計（Call Statistics）] のフィールドの特定の
セットを表示するには、該当するタブをクリックします。表 3-2 は、ストリーミング ビデオ/音声
コールを含む送受信されたすべてのコールの履歴が提供される [コール統計（Call Statistics）] の
フィールドについて説明します。
図 3-4

[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call Statistics）] セクション

表 3-2

[コール統計（Call Statistics）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

一般

一般的なシステム コール データと値が提供されます。次の項
目に関する現在および累積的なシステム コール情報が含まれ
ます。
•

システムの有効期間内のコールの総数

•

システムの有効期間内の総通話時間

•

最後の通話時間

•

リブート以降の総通話時間

•

最後のコール開始時刻

•

最後のリブート以後に行われたコールの総数

•

通話ステータスが最後にクリアされた時刻

AV コールビデオ（AV Call
Video）

右、中央および左のディスプレイのマルチポイント音声/ビデオ
コールに関する TelePresence ビデオ ストリームの統計情報を
表示します。

AV コールオーディオ（AV
Call Audio）

右、中央および左のディスプレイのマルチポイント音声/ビデオ
コールに関する TelePresence オーディオ ストリームの統計情
報を表示します。

音声のみ

右、中央および左のディスプレイの IP 電話の音声のみのコール
に関するストリーム統計情報を表示します。
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[モニタリング（Monitoring）] 領域のフィールド

ネットワーク データ (Network Data)
[ネットワーク データ（Network Data）] セクションのネットワーク名とアドレス情報を表示しま
す。図 3-5 に、[モニタリング（Monitoring）] ページの [ネットワーク データ（Network Data）] セク
ションを示します。
[ネットワーク データ
（Network Data）
] を表示するには、
[モニタリング
（Monitoring）
] を選択し、
[ネッ
トワーク データ
（Network Data）
] までスクロールします。
IX システムの [ネットワーク データ
（Network Data）
] のフィールドについては表 3-3 で説明します。
図 3-5

[モニタリング（Monitoring）] > [ネットワーク データ（Network Data）] セクション

表 3-3

[ネットワーク データ（Network Data）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

Call Control Manager

Cisco Unified Communications Manager の IP アドレス。

MAC アドレス（MAC
Address）

IX システムを一意に識別する Media Access Control ハードウェ
アのアドレス。

ホストネーム

システム コーデックのホスト名。

ドメイン名（Domain Name） システム コーデックのドメイン名。
DHCP 設定（DHCP Setting） DHCP アドレッシングが [フル（Full）]、[混合（Mixed）] または [ス
タティック（Static）] に設定されているかを示します。
[IP アドレス（IP Address）]

プライマリ システム コーデックの場所（IP アドレス）。

ゲートウェイ（Gateway）

別のネットワークへのアクセス ポイントとして機能するネッ
トワーク上のルータの位置（IP アドレス）。

サブネット マスク（Subnet
Mask）

IX システムの IP サブネット マスク。

DNS サーバ 1（DNS Server 1） IP アドレスによるプライマリ ネットワーク サーバ。
DNS サーバ 2（DNS Server 2） プライマリ サーバが利用できない場合に 2 番目の DNS サーバ
のアドレスを提供します。
接続先 VLAN（Operational
VLAN）

標準の IEEE 802.1Q で使用される仮想 LAN。この値は表示専用
の VLAN ID です。
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

[設定
（Configuration）
] 領域のフィールド
[設定（Configuration）] 領域では、DHCP および TFTP 設定を行い、IX システムの 802.1X 認証証明
書をアップロードできます。この項には、[設定（Configuration）] 領域のデータ フィールドに関す
る情報が含まれます。次のシステム構成情報が使用可能です。

（注）

•

ネットワーク（Network）

•

周波数の表示（Display Frequency）とプロキシミティ（Proximity）

•

Call Control Manager

•

証明書（Certificates）

[設定（Configuration）] 領域にアクセスした後、データ フィールドを表示するにはページを下にス
クロールする必要がある場合があります。

ネットワーク
（Network）
[設定（Configuration）] 領域の [ネットワーク（Network）] セクションでは、IP アドレス設定を表示
または設定することができます。
図 3-6 に、ユーザ インターフェイスの [ネットワーク（Network）] セクションと [周波数の表示
（Display Frequency）] セクションの例を示します。表 3-4 に、主な [ネットワーク（Network）] の
フィールドとボタンを示します。
図 3-6

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] セクション
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

表 3-4

[ネットワーク（Network）] のフィールド

フィールドまたはボタン
DHCP

[IP アドレス（IP Address）]

設定または説明
DHCP をイネーブルにするか、またはイネーブルにしないこと
で、ネットワーク アドレッシングをどのように設定するかを選
択します。DHCP アドレッシングを設定するオプションは、[フ
ル（Full）]、[混合（Mixed）] または [スタティック（Static）] です。
システムが DHCP を使用する場合は、[フル（Full）] または [混合
（Mixed）] を選択します。DHCP を使用しない場合は、[スタ
ティック（Static）] を選択します。
次の設定オプションを使用できます。
•

[フル（Full）]：ネットワークが DHCP を使用する場合は、こ
のオプションをクリックして DHCP をイネーブルにし、
ネットワークがネットワーク アドレスを動的に割り当て、
すべてのアドレスを設定できるようにします。

•

[混合（Mixed）]：ネットワークが DHCP を使用する場合は、
このオプションをクリックすることで、IP アドレスを手動
で割り当て、ネットワークが残りの設定を割り当てるよう
にすることもできます。

•

[スタティック（Static）]：ネットワークが DHCP を使用しな
い場合は、このオプションをクリックしてすべてのネット
ワーク アドレス設定を手動で割り当てます。
（ネットワー
クはこれらの値を提供しません。）

このフィールドの詳細については、
「ネットワーク設定」セク
ション（5-3 ページ）を参照してください。
サブネット マスク

システム IP アドレスのサブネット マスクを特定します。

ゲートウェイ（Gateway）

別のネットワークへのアクセス ポイントとして機能するネッ
トワーク上のルータの位置（IP アドレス）を特定します。

DNS サーバ 1（DNS Server 1） IP アドレスで識別されるプライマリ ネットワーク サーバ。
DNS サーバ 2（DNS Server 2） IP アドレスで識別されるセカンダリ ネットワーク サーバ。
DNS ドメイン(DNS Domain) IX システムのドメイン ネーム サーバ。
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

周波数の表示
（Display Frequency）
とプロキシミティ
（Proximity）
図 3-7 に、ユーザ インターフェイスの [周波数の表示（Display Frequency）] セクションと [プロキ
シミティ（Proximity）] セクションの例を示します。表 3-5 で、これらのセクションのフィールド
について説明します。
図 3-7

[設定
（Configuration）] > [周波数の表示（Display Frequency）] セクションと [プロキシミティ（Proximity）] セクション

表 3-5

[周波数の表示（Display Frequency）] と [プロキシミティ（Proximity）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

周波数の表示（Display
Frequency）

ラジオ ボタンを使用して、50 Hz と 60 Hz のいずれかを選択す
ることができます:
•

50 Hz：50 Hz の照明で動作するようにカメラをセットアッ
プします。

•

60 Hz：60 Hz の照明で動作するようにカメラをセットアッ
プします。

プロキシミティ（Proximity） 次のオプションを使用できます。
•

プロキシミティをオン/オフにする（Proximity On/Off）
：
IX5000 システムのプロキシミティ機能をイネーブルまた
はディセーブルにします。

•

コール制御をイネーブル/ディセーブルにする（Call Control
Enabled/Disabled）
：BYOD デバイスのコール制御機能をイ
ネーブルまたはディセーブルにします。

•

音量のペアリング（Pairing Audio Volume）
：ペアリングされ
たデバイスの音量を変更します。

（注）

IX5000 管理者ユーザ インターフェイスの [プロキシミ
ティをオン/オフにする（Proximity On/Off）] 設定は、
Unified CM で設定される [プロキシミティ モード
（Proximity Mode）] 設定によって上書きされます。詳細
については、
『Configuring Cisco Unified Communications
Manager for the IX System』の「Proximity Information
Area」を参照してください。
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

Call Control Manager
TFTP サーバ設定を表示または設定するには、[設定（Configuration）] 領域の [Call Control
Manager] セクションまでスクロールします。Call Control Manager を使用して、TFTP サーバの場
所を指定し、システムで利用可能な設定のリストを表示します。4 つの TFTP オプションと [証明
書信頼リストの削除（Delete Certificate Trust List）] ボタンによって、TFTP サーバに対する追加の
設定オプションが提供されます。
図 3-8 に、管理者ユーザ インターフェイスの [Call Control Manager] セクション（[手動（Manual）]
モード）の例を示します。表 3-6 に、主な [Call Control Manager] のフィールドとボタンを示します。
図 3-8

[設定（Configuration）] > [Call Control Manager]

表 3-6

[Call Control Manager] のフィールド

フィールドまたはボタン
TFTP

設定または説明
TFTP サーバ アドレッシングを設定するオプションは、[自動
（Automatic）] または [手動（Manual）] です。
•

[自動（Automatic）]：システムがすべての TFTP サーバ
アドレスを設定することを許可します。デフォルトの
状態に設定する場合（TFTP サーバがオプション 150 の
DHCP 要求に応答します）、または Unified CM コンフィ
ギュレーション ファイルがシステムに存在するネット
ワーク内のエンドポイントを指す TFTP サーバのリス
トの場合にクリックします。

•

[手動（Manual）]：手動で特定の TFTP アドレスを設定で
きます。Unified CM サーバの IP アドレスを手動で提供
する場合にクリックします。

TFTP サーバ 1（ TFTP
Server 1）

[手動 TFTP（Manual TFTP）] オプションを選択した場合は IP ア
ドレスを入力します。

TFTP サーバ 2～5（TFTP
Server 2 - 5）

最大 4 つの追加の TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

表 3-6

[Call Control Manager] のフィールド（続き）

フィールドまたはボタン
CAPF Authentication String
（CAPF 認証文字列）

設定または説明
Certificate Authority Proxy Function（CAPF）認証文字列を入力し
ます。このフィールドに入力する文字は Unified CM で入力され
る CAPF 認証文字列と一致する必要があります。

証明書信頼リストの削除
証明書信頼リスト（CTL）のすべてのエントリを削除するには、
（Delete Certificate Trust List） [証明書信頼リストの削除（Delete Certificate Trust List）] をク
リックします。このボタンは、IX システムに混合認証モードで
設定された Unified CM から CTL が提供されている場合にア
クティブになります。

証明書
（Certificates）
802.1x セキュリティ認証を設定および表示するには、ユーザ インターフェイスの [設定
（Configuration）] 領域の [証明書（Certificates）] セクションまでスクロールします。証明書と
802.1x セキュリティの設定の詳細については、
「802.1X 認証」セクション（8-1 ページ）を参照して
ください。
図 3-9 に、ユーザ インターフェイスの [証明書（Certificates）] セクションの例を示します。表 3-7
に、主な [証明書（Certificates）] のフィールドとボタンを示します。
図 3-9

[設定（Configuration）] > [証明書（Certificates）]
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[設定（Configuration）] 領域のフィールド

表 3-7

[証明書（Certificates）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

ファイル名（Filename）

IX システムに現在ダウンロードされている証明書ファイルを
識別します。

タイプ（Type）

ダウンロードされた証明書ファイルのタイプを識別します。
内容：
•

[CAPF 証明書（CAPF Certificate）]：Unified CM 内の CAPF
サーバを識別します。

•

[Call Manager 証明書（Call Manager Certificate）]：システムの
エンド ポイントに対する Unified CM を識別します。

•

[その他の証明書（Misc Certificate）]：MIC を使用しない場合
は、システムによって作成されたローカルで有効な証明書
（LSC）。詳細については、
「802.1X 認証」セクション（8-1 ペー
ジ）を参照してください。

•

[MIC 証明書（MIC Certificate）]：製造元でインストールされ
たセキュリティ証明書。

[読み取り（Read）]

その証明書の詳細を表示できます。

ダウンロード（Download）

ローカル コンピュータのソースから MIC または LSC をダウン
ロードできます。[ダウンロード（Download）] ボタンが選択不可
の場合は、使用できる証明書がないことを示します。

証明書をアップロードする
にはここをドラッグまたは
クリックします（Drag or
Click Here to Upload
Certificate）

[アップロードする予定の証明書（Certificates Scheduled For
Uploadd）] フィールドから証明書をこのブロックにドラッグす
るか、またはクリックしてローカル コンピュータから IX シス
テムに証明書をアップロードします。

アップロードする予定の証
明書（Certificates Scheduled
For Upload）

システムへのアップロードが予定されている証明書を表示し
ます。予定されている証明書がない場合は、
「アップロードする
予定の証明書はありません（No Certificates Scheduled For
Upload）」が表示されます。

リセット（Reset）

[設定（Configuration）] ページのフィールドに対してたった今
行った変更をキャンセルするには、[リセット（Reset）] をクリッ
クします。フィールドが変更が行われる前の値にリセットされ
ます。しかし、[適用（Apply）] を選択して変更を受け入れてしま
うと、[リセット（Reset）] を使用してその変更をリセットまたは
キャンセルすることはできなくなります。

適用（Apply）

証明書フィールドの変更をアクティブにするには、[適用
（Apply）] をクリックします。
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[初回セットアップ
（First Time Setup）
] 領域のフィールド
IX システムのセットアップ プロセスを開始するには、[初回セットアップ（First Time Setup）] タ
ブをクリックします。図 3-10 に、管理者インターフェイスの [初回セットアップ（First Time
Setup）] 領域を示します。
図 3-10

[初回セットアップ（First Time Setup）
] セクション

表 3-8 では、管理者ユーザ インターフェイスの [初回セットアップ（First Time Setup）] 領域の主な
セットアップ フィールドとテストについて説明します。
この設定手順の詳細については、次の URL の『IX5000 and IX5200 First-Time Setup』のマニュアル
を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.
html
表 3-8

[初回セットアップ（First Time Setup）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

ディスプレイの接続
（Display Connection）

メインおよび補助用（使用可能な場合）ディスプレイのレイア
ウトと接続を確認します。

カメラの設定（Camera
Setup）

システム テーブルでカメラをそのターゲットに合わせて配置
します。

ホワイトボードの設定
（Whiteboard Setup）

システム ディスプレイのホワイトボードの画像領域を把握し
ます。

スピーカーの設定（Speaker
Setup）
マイクロフォン接続
（Microphone Connection）
マイクバーの場所（Mic Bar
Location）

システム スピーカーの出力をテストし確認します。
システムのマイクの配線を確認分析します。
システムのマイク バーが正しく配線されているか確認検証し
ます。
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表 3-8

[初回セットアップ
（First Time Setup）] のフィールド（続き）

フィールドまたはボタン

設定または説明

残響

ビデオ会議室内の家具および人物両方の物体の表面からの音
の反射に関する統計情報を把握および作成します。

ノイズレベル

ビデオ会議室のノイズ レベルを把握およびチェックして、ノイ
ズ レベルの統計情報を分析します。

ホワイトボードのマイクの
調整（Whiteboard Mic
Calibration）

ホワイトボードのマイクの感度がテーブルのマイクのものと
一致しているかどうか確認し、調整します。

[ハードウェア
（Hardware）
] 領域のフィールド
IX システムで使用可能なトラブルシューティング テストにアクセスするには、[ハードウェア
（Hardware）] タブをクリックします。
図 3-11 に、管理者インターフェイスの [ハードウェア（Hardware）] 領域を示します。
図 3-11

[ハードウェア（Hardware）] 領域

[ハードウェア（Hardware）] ページの [診断（Diagnostics）] タブをクリックすると、図 3-12 に示す
使用可能な診断テストが表示されます。
•

エコー キャプチャ（Echo Capture）

•

プレゼンテーション音声のキャプチャ（Presentation Audio Capture）

•

Touch 10 スクリーンショット（Touch 10 Screenshot）
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図 3-12

[ハードウェア（Hardware）] > [診断（Diagnostics）] タブ

すべてのキャプチャ テストの結果とファイルは、[ログ（Logs）] > [キャプチャ（Captures）] タブか
らアクセスできます。

エコー キャプチャ
（Echo Capture）
このテストでは、エコー レベルを決定するために音声をキャプチャします。図 3-13 に、エコー
キャプチャのテスト画面を示します。
図 3-13

エコー キャプチャのテスト画面
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[ハードウェア（Hardware）] 領域のフィールド

プレゼンテーション音声のキャプチャ
（Presentation Audio Capture）
このテストではプレゼンテーション音声を録音します。プレゼンテーション音声の問題のトラ
ブルシューティングに役に立ちます。図 3-14 に、プレゼンテーション音声のキャプチャのテスト
画面を示します。
図 3-14

プレゼンテーション音声のキャプチャのテスト画面
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Touch 10 スクリーンショット
（Touch 10 Screenshot）
このテストでは、システムに接続されているものとして検出されたタッチ デバイスの数が表示
されます。また、このテストでは、タッチ デバイスのすべての画面の画像をキャプチャすること
もできます。図 3-15 に、Touch 10 スクリーンショットのテスト画面を示します。
図 3-15

Touch 10 スクリーンショットのテスト画面

[ログ
（Logs）
] 領域のフィールド
[ログ（Logs）] 領域には、IX5000 システムと Unified CM で設定済みの構成に関する詳細が含まれ
ています。このマニュアルの項では、[ログ（Logs）] 領域の主な 4 つのタブについて説明します。
表 3-9 および 3-10 では、これらのタブとそのデータ フィールドおよびアクション ボタンについ
て説明します。
[ログ（Logs）] ページ内の 4 つのタブは次のとおりです。
•

システムオペレーションのログ（System Operations Log）

•

SIP ログ（SIP Log）

•

レポート（Reports）

•

キャプチャ（Captures）

3 つのアクション ボタンも、[ログ（Logs）] ページのタブに表示されます。
•

ログの生成（Generate Logs）

•

ログのダウンロード（Download Logs）

•

レポートのダウンロード (Download Reports)
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システムオペレーションのログ
（System Operations Log）
コール情報、コール統計情報、コール エラーなどの、システム オペレーション（sysop）メッセージ
の実行中のログを表示するには、[システムオペレーションのログ（System Operations Log）] タブ
をクリックします。最大 20 個の個別のファイルを IX システムに保存でき、各ファイルには
100,000 文字まで含めることができます。図 3-16 に、[システムオペレーションのログ（System
Operations Log）] ウィンドウのサンプルを示します。
各 sysop ログ メッセージの詳細な説明については、
『Cisco TelePresence System Message Guide』を
参照してください。
sysop ログ ファイルを生成するには、ページ右上の [ログの生成（Generate Logs）] ボタンをクリッ
クします。sysop ログ ファイルをダウンロードするには、[ログの生成（Generate Logs）] の下にあ
る [ログのダウンロード（Download Logs）] ボタンをクリックします。その後、IX5000 管理ソフト
ウェアから次のいずれかを行うよう求められます。

図 3-16

。

•

開いて sysop ログ ファイルを表示します：ログの最後の 100,000 バイトが表示されます。
Sysop ファイルをダウンロードすると、使用可能なすべての Sysop ファイルがダウンロード
されます。

•

sysop ログ ファイルを保存します。

[ログ（Logs）] > [システムオペレーションのログ（System Operations Log）] セクション

表 3-9

[システムオペレーションのログ（System Operations Log）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

ログの生成（Generate Logs） システム オペレーションのログを生成するには、このボタンを
クリックします。
ログのダウンロード
（Download Logs）

生成されたシステム オペレーションのログをダウンロードす
るには、このボタンをクリックします。
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SIP ログ
（SIP Log）
Session Initiation Protocol（SIP）の要求および応答方法は、ネットワーク内のコンポーネント間の
通信を確立し、最終的に 2 つのエンドポイント間のコールまたはセッションを確立するために
使用されます。
コールのセットアップおよび終了時の SIP ネゴシエーションに関連するメッセージの実行中の
ログを表示するには、[SIP ログ（SIP Log）] をクリックします。新しい SIP ログを作成するために
パラメータの [方向（Direction）]、[タイプ（Type）]、[コール ID（Call ID）]、[送信先（To）] および [送
信元（From）] を変更することでログの内容をカスタマイズするには、ログ フィルタを使用しま
す。SIP ログにフィルタを適用する以外に、ログを生成およびダウンロードすることもできます。
図 3-17

[ログ（Logs）] > [SIP ログ（SIP Log）] セクション

表 3-10

[SIP ログ（SIP Log）] のフィールド

フィールドまたはボタン

設定または説明

[Filter By:（フィルタ条件:）] で以下のいずれかを選択します。
タイプ（Type）

生成されるログの SIP プロトコル タイプを選択します。オプ
ション：[100]、[200]、および [登録（REGISTER）]。

方向（Direction）

生成されるログのメッセージの方向を選択します。オプショ
ン：[TX（送信）
（TX (transmit)）]、[RX（受信）
（RX (receive)）]、また
は両方向。

Call ID

特定のコールのログを表示します。

宛先（To）

特定のシステム/デバイスへ送信されるコールのみで構成され
るログを生成します。

送信元（From）

特定のシステム/デバイスから着信するコールのみで構成され
るログを生成します。

IS

生成中の SIP ログがフィルタとして選択されたフィールド パ
ラメータのみで構成されていることを示します。

次に合致しない（IS NOT）

生成中の SIP ログに指定したフィールド パラメータがないこ
とを示します。
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表 3-10

[SIP ログ（SIP Log）] のフィールド（続き）

フィールドまたはボタン

設定または説明

フィルタ適用（Apply Filter） 上記のフィールドで選択または選択解除されたフィルタを適
用するには、このボタンをクリックします。
ログの生成（Generate Logs） 指定した SIP ログを生成するには、このボタンをクリックしま
す。
（選択した SIP ログをダウンロードするには、このボタンを
クリックします。）
ログのダウンロード
(Download Logs)

SIP ログをダウンロードするには、このボタンをクリックしま
す。
（選択した SIP ログを削除するには、このボタンをクリック
します。）

レポート
（Reports）
初回セットアップ時に実行されるノイズ レベルと反響テストに関する生成されたレポートを表
示するには、[レポート（Reports）] をクリックします。図 3-18 に、ダウンロードして確認できるレ
ポート ファイルの例を示します。
図 3-18

[ログ（Logs）] > [レポート（Reports）]

キャプチャ
（Captures）
ハードウェア（トラブルシューティング）の診断中に生成されたログ ファイルを表示するには、
[キャプチャ（Captures）] をクリックします。キャプチャされるログには次のものがあります。
•

エコー キャプチャ

•

プレゼンテーション オーディオのキャプチャ

•

Touch 10 の診断
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図 3-19

[ログ（Logs）] > [キャプチャ（Captures）] セクション

キャプチャしたログ ファイルをデバイスにコピーするには、[キャプチャのダウンロード
（Download Captures）] をクリックします。

[再起動/リセット
（Restart/Reset）
] 領域のフィールド
[再起動/リセット（Restart/Reset）] 領域では、IX システムを即座に再起動したり、システムを元の
工場出荷時の設定に戻すことができます。
この項には、[再起動/リセット（Restart/Reset）] 領域内の 2 つのオプション、[システム再起動
（System Restart）] および [初期設定へのリセット（Factory Reset）] に関する情報が含まれます。

システム再起動
IX システムを即座に再起動するには、[システム再起動（System Restart）] をクリックします。だた
し、コール中の場合は、この操作によってそのコールが即座に終了することに注意してください。

工場出荷時の状態へのリセット
IX システムの設定を元の工場出荷時の設定値に戻すには、[初期設定へのリセット（Factory
Reset）] をクリックします。この再起動プロセスは完了までに最大 2 時間かかる場合があるので、
Touch デバイスの再起動の状態を定期的に確認する必要があります。
（注）

初期設定へのリセットが完了した後は、初回セットアップを再実行し、IX システムを Unified CM
に再登録する必要があります。
Unified CM でデバイスをシステムとして追加する方法の詳細については、
『Configuring Cisco
Unified Communications Manager for the IX System』の「Adding an IX System to Unified CM」を参照
してください。
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次の作業

次の作業
IX ソフトウェアの機能について理解し、それらを設定および実装するには、第 4 章「IX ソフト
ウェア機能」に進みます。
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IX ソフトウェア機能
改訂日：2017 年 5 月 11 日

この章には、IX5000 ソフトウェア機能の概要と設定情報が含まれています。また、概要または詳
細な設定手順が必要な機能に関する情報も含まれています。特定の IX ソフトウェア リリースで
導入されるすべての機能の説明については、
『Release Notes for Cisco TelePresence Release IX 8
Software』を参照してください。

目次
•

IX システムのアドホック会議（4-1 ページ）

•

IX システムにおける TMS 電話帳のサポート（4-2 ページ）

•

設定可能なプレゼンテーション ストリームの数（4-2 ページ）

•

TMMBR のサポート（4-2 ページ）

•

H.265 のサポート（4-3 ページ）

IX システムのアドホック会議
IX システムはアドホック会議をサポートしています。アドホック会議では、ビデオおよび音声に
よる参加者を追加することによって既存のポイントツーポイント コールを会議へとエスカレー
ションすることができます。アドホック会議を開く場合、TelePresence Management Suite などの
ミーティング スケジューラを使用して事前にミーティングのスケジュールを設定する必要はあ
りません。
アドホック会議のサポートは、Unified CM を使用して設定します。設定作業およびサポートに関
する制限事項の詳細については、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX
System』の「Ad Hoc Conferencing」を参照してください。
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IX システムにおける TMS 電話帳のサポート

IX システムにおける TMS 電話帳のサポート
IX5000 は、TelePresence Management Suite（TMS）のディレクトリを Unified CM のディレクトリ
の代わりに使用する機能をサポートしています。IX ユーザは、タッチ デバイスで [連絡先
（Contact）] アイコンをタップしてディレクトリにアクセスできます。
Unified CM で IX を設定する場合は、[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration
Layout）] 領域の [代替ディレクトリのタイプ（Alternate Directory Type）] フィールドと [代替ディ
レクトリ サーバ（Alternate Directory Server）] フィールドを [TMS] に設定します。詳細について
は、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX System』の「Product Specific
Configuration Layout Area」を参照してください。
この機能を使用するには、電話帳を TMS 15.3 以降で設定する必要があります。IX システムの
TMS を設定する場合は、TMS のセキュリティ モードを [中（Medium）] に設定します。
詳細については、TMS 15.3 以降の『Cisco TelePresence Management Suite Administrator Guide』の
「Creating and Managing Phone Books」を参照してください。

設定可能なプレゼンテーション ストリームの数
IX5000 は、ある IX システムから別の IX システムへのポイントツーポイント コールで 2 つのプ
レゼンテーション ストリームをサポートします。2 つのストリームは、単方向（プレゼンテー
ション側の参加者から受信側の参加者へ）にすることも、両方向（それぞれの側の参加者からも
う一方の側の参加者への同時プレゼンテーション）にすることもできます。
Unified CM で IX を設定する場合は、片側または両側についてプレゼンテーション ストリームの
最大数を設定することができます。この機能を使用して、片側のプレゼンテーション ストリーム
数を設定すると、IX システムに必要な帯域幅を減らすことができます。
この設定は、[プロダクト固有の設定（Product Specific Configuration Layout）] 領域の [プレゼン
テーション ストリーム数（Presentation Stream Count）] フィールドで指定します。詳細について
は、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX System』の「Product Specific
Configuration Layout Area」を参照してください。
（注）

この機能が適用されるのは、ある IX システムから別の IX システムへのポイントツーポイント
コールのみです。マルチポイント コールおよび IX システム以外のシステムへのコールの場合、
サポートされるプレゼンテーション ストリームは 1 つのみです。

TMMBR のサポート
IX システムは、フロー制御を目的として、TMMBR（Temporary Maximum Media Bitrate Request）に
よるダイナミック レート適合をサポートしています。この実装は RFC5104 に基づくものです
が、この RFC 勧告のサブセットのみが実装されます。TMMBR は、ネットワークで障害が発生し
た場合にリアルタイム ビデオの維持に役立つメディア復元力メカニズムです。これは、ユーザ
エクスペリエンス向上のためにネットワークの輻輳を調整するポイントツーポイント シナリオ
およびマルチポイント シナリオ用の要求応答メカニズムです。
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TMMBR メカニズムは 10% 以上のパケット損失が検出された場合にトリガーされます。パケッ
ト損失が検出されると、ローカル エンドポイントはビデオ ビット レートを低減するために
TMMBR 要求をリモート エンドポイントに送信します。次に、ユーザ エクスペリエンスの維持に
使用される帯域幅が低減されます。リモート エンドポイントは、TMMBN メッセージで応答し、
送信しているビデオのビット レートを低減させます。パケット損失が 10% 未満の場合、TMMBR
メカニズムはトリガーされません。
TMMBR 要求は、パケット損失が発生しているエンドポイントからビデオを送信しているエン
ドポイントまたはノードに送信されます。TMMBR 要求は、次のいずれかが発生するまで、受信
中のビデオのビデオ ビット レートの低減に役立ちます。
•

次回のメディア ネゴシエーション

•

次回の TMMBR 要求

•

コールのドロップ

TMMBR による低速化は、次のコール シナリオのメイン メディア帯域幅とセカンダリ メディア
帯域幅の両方で発生します。
•

IX システムから IX システム

•

IX システムからネイティブ相互運用性エンドポイント

•

IX システムから TMMBR をサポートしている TelePresence Server などのマルチポイント シ
ステム

ユーザ設定は必要ありません。

H.265 のサポート
IX ソフトウェアを実行しているシステムは、H.264 に加え、H.265 ビデオ圧縮標準規格もサポー
トしています。H.265 では、H.264 と比較して、最適なネットワーク条件下で平均 40% のビット
レートが削減されます。
H.265 は、IX5000 および IX5200 と次のシステム間のポイントツーポイント コールでサポートさ
れています。

（注）

•

別の Cisco TelePresence IX5000 または IX5200

•

Cisco TelePresence MX700

•

Cisco TelePresence MX800

•

Cisco TelePresence SX80

H.265 を使用するには、IX システムがリリース 10.5 以降のソフトウェアを実行している Cisco
Unified Communications Manager（Unified CM）に登録されている必要があります。詳細について
は、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX System』の「Product Specific
Configuration Layout Area」を参照してください。
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IX システムの設定
改訂日：2018 年 2 月 27 日

目次
この章は、次の項で構成されています。
•

IX システム用の Cisco Unified Communications Manager の構成（5-1 ページ）

•

初回セットアップ（5-2 ページ）

•

ネットワーク設定（5-3 ページ）

•

Call Control Manager の設定（5-5 ページ）

•

証明書の設定（5-5 ページ）

•

設定のトラブルシューティング（5-7 ページ）

•

IX コーデック パスワードのリセット（5-8 ページ）

•

IX システム コンポーネントのトラブルシューティング（5-10 ページ）

IX システム用の Cisco Unified Communications Manager
の構成
IX システムを使用する前に、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）でシステムを設
定する必要があります。
Unified CM で IX システムを設定する前に、システムを設定してこの章の手順をすべて完了でき
ますが、デバイスを登録するまでは次の操作を完了できません。
•

Unified CM から Touch デバイス ソフトウェアをダウンロードできず、ログにエラー メッ
セージが表示されます。

•

Touch デバイスは電話をかけたり受けたりできません。

Unified CM でデバイスを設定するには、次の手順を実行します。
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手順 1

Unified CM サーバに Cisco TelePresence Administration Software のイメージをロードします。詳細
については、
「IX システムの即時ソフトウェア アップグレードの要件」セクション（vii ページ）お
よび「Unified CM デバイス パッケージの要件」セクション（viii ページ）を参照してください。

手順 2

Unified CM で、システムをデバイスとして追加します。Unified CM でデバイスをシステムとして
追加する方法の詳細については、
『Configuring Cisco Unified Communications Manager for the IX
System』の「Adding an IX System to Unified CM」を参照してください。

手順 3

TelePresence IX5000 管理者インターフェイスを使用して、お使いの Unified CM サーバ用の TFTP
サーバをシステムに追加します。詳細については、
「Call Control Manager」
セクション（3-10 ページ）
を参照してください。

（注）

IX5000 を Cisco Unified Communications Manager のデバイス プールに追加する場合は、デバイス
プールの優先オーディオ コーデックとして AAC-LD を設定します。他のオーディオ コーデック
は推奨されません。別のオーディオ コーデックを使用した場合、デバイス プール内の IX5000 シ
ステムは音声/ビデオ コールでビデオを提供できません。
Cisco TelePresence デバイスに関する Unified CM の設定の詳細については、
『Configuring Cisco
Unified Communications Manager for the IX System』を参照してください。

初回セットアップ
管理者ユーザ インターフェイスに初めてログインするときは、すぐに [初回セットアップ（First
Time Setup）] 領域に移動して IX システムをセットアップする必要があります。
図 5-1

[初回セットアップ（First Time Setup）] セクション

初回セットアップ手順の完全な説明と設定手順については、次の URL の『IX5000 and IX5200
First-Time Setup』のドキュメントを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.
html
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ネットワーク設定
[ネットワーク（Network）] 領域には、Cisco TelePresence IX システムのネットワーク アドレッシ
ング情報が表示されます。次のネットワーク設定を表示し、管理できます。
•

DHCP：ネットワークで DHCP が使用されている場合は、[フル（Full）] または [混合（Mixed）]
を選択します。
– フル モードでは、
DHCP ですべてのネットワーク値（IP アドレス、サブネット、ゲート

ウェイ、DNS サーバ、ドメイン）を割り当てることができます。
– 混合モードでは、
ユーザがシステムに静的 IP を割り当てることができ、DHCP はその他

すべてのネットワーク値を割り当てます。
•

ネットワークで DHCP を使用していない場合は、すべての IP アドレス値を手動で割り当て
るように [スタティック（Static）] を選択します。

•

IP アドレス

•

Subnet

•

ゲートウェイ

•

DNS サーバ（1 と 2）

IP 設定を表示および管理するには、次の手順を実行します。
手順 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] を選択します。[ネットワーク（Network）] 領域
が図 5-2（DHCP）や図 5-3（DHCP なし）のように表示されます。
図 5-2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] セクション：
（DHCP）[フル（Full）]
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図 5-3

手順 2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] セクション：
（DHCP なし）[スタティック
（Static）]

ネットワークに Cisco TelePresence System アップリンクを設定します。Cisco TelePresence System
は次の方法で設定できます。
•

フル/ピュア ダイナミック：DHCP を使用してすべての設定を決定します。

•

スタティック/ピュア スタティック：スタティック設定を使用してすべての設定を決定します。

•

混合/ハイブリッド：IP アドレスにはスタティック設定を使用しますが、残りの設定は DHCP
を使用して決定します。

ヒント

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] フィールドに変更を加えると、ページの下部に
ある [再起動（Restart）] および [適用（Apply）] ボタンがアクティブになります。

手順 3

元の設定に戻すには、[再起動（Restart）] をクリックします。

手順 4

新しい設定または変更した設定を登録するには、[適用（Apply）] をクリックします。

（注）

リセットを完了させるには、システム上のすべてのコーデックが接続されイネーブルになって
いる必要があります。
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Call Control Manager の設定
TFTP サーバの場所を指定し、Cisco TelePresence IX システムで使用可能な設定の一覧を表示す
るには、次の手順を実行します。
手順 1

[設定（Configuration）] を選択し、図 5-4 に示す [Call Control Manager] セクションまでスクロール
します。
図 5-4

手順 2

（注）

[設定（Configuration）] > [Call Control Manager] セクション

Unified CM TFTP サーバを設定します。
[TFTP サーバ（TFTP Server）] フィールドのいずれかに新しい値を入力しても変更が持続しない
場合は、[証明書信頼リストの削除（Delete Certificate Trust List）] ボタンをクリックして証明書信
頼リスト（CTL）を削除してから TFTP サーバ情報を再度入力します。
[設定（Configuration）] ページの下部にある [リセット（Reset）] および [適用（Apply）] ボタンは、
[TFTP サーバ（TFTP Server）] フィールドに値が入力されるとアクティブになります。

手順 3

（注）

新しい設定または変更した設定を登録するには [適用（Apply）] をクリックし、元の設定に戻すに
は [リセット（Reset）] をクリックします。
リセットを完了させるには、システム上のすべてのコーデックが接続されイネーブルになって
いる必要があります。

証明書の設定
[証明書（Certificates）] 領域では、IX システムの 802.1X 認証をセットアップします。ここでは、
802.1X 認証をセットアップするための次の項目を含む手順について説明します。

（注）

•

セキュリティ証明書を使用した IX システムの認証

•

IX システムのセキュリティ証明書の検証

802.1X 認証を完了するには、802.1X に対しまだ有効になっていないポートを使用する必要があ
ります。
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セキュリティ証明書を使用した IX システムの認証
Cisco TelePresence IX システムはオーセンティケータから認証チャレンジを受信すると、製造元
でインストールされる証明書（MIC）またはローカルで有効な証明書（LSC）を使用して応答しま
す。MIC と LSC の両方がインストールされている場合は、システムは LSC を使用して認証を行
います。LSC がインストールされていない場合は、Cisco TelePresence System は MIC を使用しま
す。MIC は製造元でシステムに組み込まれています。認証の詳細については、
「802.1X 認証」セク
ション（8-1 ページ）を参照してください。
LSC では、各システムに固有の公開キー インフラストラクチャ（PKI）が作成されるため、LSC の
ほうがセキュリティにおいて優れています。LSC を使用してコーデックを認証するには、Unified
CM の認証局プロキシ機能（CAPF）を使用して LSC をシステムに手動でインストールする必要
があります。詳細については、
「LSC のインストール」を参照してください。

LSC のインストール
LSC をインストールするには、[設定（Configuration）] > [証明書（Certificates）] に移動し、[証明書
（Certificate）] フィールドの情報を参照してください。

IX システムのセキュリティ証明書の検証
証明書が有効で期限切れでなく CAPF によって発行されていることを確認するために、802.1X
認証されたシステムでセキュリティ証明書（MIC または LSC）を調べることができます。
IX システムのセキュリティ証明書を検証するには、次の 2 つの方法のいずれかを使用して証明
書のコピーを自分のシステムにダウンロードします。
•

CLI を使用したセキュリティ証明書のダウンロード

•

管理者インターフェイスを使用したセキュリティ証明書のダウンロード

CLI を使用したセキュリティ証明書のダウンロード
CLI を使用して MIC または LSC をダウンロードするには、次の手順を実行します。
手順 1

CLI にログインします。

手順 2

次のコマンドを入力します。file get cert {cert-type} {SCP-user} {SCP-password}
{IP-address-or-hostname} {file-save-location}
構文の説明については、表 5-1 を参照してください。
表 5-1

構文の説明

引数

説明

cert-type

取得する証明書のタイプ（MIC または LSC）

SCP-user

セキュア コピー（SCP）ユーザのユーザ名

SCP-password

SCP ユーザのパスワード

IP-address-or-hostname

ターゲット システムのホスト名または IP ア
ドレス

file-save-location

ターゲット システム上のファイルを保存する
場所
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コマンドの入力時に取得する証明書のタイプとして MIC を選択した場合は、セキュリティ証明
書はターゲット システムの指定されたファイル保存場所に保存します。
file get cert MIC username password 10.1.1.1 /home/user
Uploading MIC to 10.1.1.1...DONE

取得する証明書のタイプとして LSC を選択したが、LSC が Cisco TelePresence System にインス
トールされていない場合は、コマンドラインは次のようになります。
admin:file get cert LSC username password 10.1.1.1 /home/user
Uploading LSC to 10.1.1.1...LSC does not exist
Executed command unsuccessfully

LSC コマンドが失敗した場合は、コーデックに LSC をインストールする必要があります。
「LSC の
インストール」
を参照してください。コマンドが正常に実行されたら、次のステップに進みます。
手順 3

指定したファイル保存場所に移動し、証明書を表示するファイルをクリックします。

管理者インターフェイスを使用したセキュリティ証明書のダウンロード
管理者インターフェイスから MIC または LSC をダウンロードするには、次の手順を実行します。
手順 1

管理者インターフェイスにログインし、[設定（Configuration）] > [証明書（Certificates）] に移動し
ます。

手順 2

証明書の列の右側にある [ダウンロード（Download）] をクリックし、証明書をダウンロードして
表示します。[ダウンロード（Download）] ボタンが選択不可の場合は、証明書が付与されていない
ことを示します。

設定のトラブルシューティング
設定のトラブルシューティングの詳細については、
『Configuring Cisco Unified Communications
Manager for the IX System』の「Verifying and Troubleshooting the IX System Configuration」を参照し
てください。
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IX コーデック パスワードのリセット
この項には、Cisco TelePresence IX システムでのパスワード問題の管理とトラブルシューティン
グに関する情報が含まれます。

（注）

メイン ディスプレイに表示される最近要求されたパスコードを読み込むには、Cisco
TelePresence 会議室にいる必要があります。pwrecovery アカウントが入力を要求するあらゆる段
階で、プログラムは最大 60 秒間待機します。何も入力しないと、入力に時間がかかりすぎたため
終了したことがシステムにより通知されます。
問題が発生した場合は、https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html [英語] にアクセスして
Technical Assistance Center（TAC）で問題を調べるか、シスコのテクニカル サポートに問い合わせ
て、担当者に問題について収集した情報を提出してください。
はじめる前に

IX システムがコール中でないことと、誰かがパスワードをリセットしようとした事例が 1 つあ
ることを確認します。次のいずれかの条件がある場合、セッションは中断されます。
コーデック パスワードは通常、Unified CM から設定されます。Unified CM が使用できずパスワー
ドが不明の場合は、次の手順を実行します。
手順

IX システムのコーデック パスワードをリセットするには、次の手順を実行します。
手順 1

セキュア シェル（SSH）または他の安全なホスト クライアントを使用して、Cisco TelePresence
System GUI にログインします。

手順 2

次の情報でログインします。
•

ユーザ名：pwrecovery

•

パスワード：pwreset

次のメッセージが、SSH クライアント ウィンドウに表示されます。
例 5-1

パスワードのリセットへようこそ

dhcp-249:~ $ ssh pwrecovery@10.00.00.100
pwrecovery@10.00.00.100's password:
***********************************************
***********************************************
**
**
**
パスワードのリセットへようこそ（Welcome to password reset）
**
**
***********************************************
***********************************************
続行しますか（Do you want to continue ?）
（はい/いいえ）
：はい（(y/n):y）
システムを準備しています…
（Preparing the system...）
パスコードを入力してください：
（Please enter the passcode:）
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手順 3

システムによって続行するかどうかが尋ねられます。Y を入力し、次に return を入力して続行し
ます。

（注）

必要に応じて、他のキーを入力し、終了するには return を入力します。

このシステムでパスワードをリセットする準備が整い、パスコードを求められます。新しいパス
コードは IX システムのメイン ディスプレイに表示されます（次の例を参照）。
パスワードのリセットは実行中です（Password reset is now being run）
パスコード：919175（Passcode: 919175）
（注）

パスコードはランダムに生成される番号で、各ログイン試行ごとに異なります。不正なパスコー
ドを入力すると、次の例に示すように、パスコードが間違っているため終了する旨がシステムに
より通知されます。この場合は、上記の手順 1 と手順 2 を繰り返します。
例 5-2

無効なパスワード リセット要求

続行しますか
（Do you want to continue ?）
（はい/いいえ）
：はい（(y/n):y）
システムを準備しています…
（Preparing the system...）
パスコードを入力してください：12345
（Please enter the passcode:12345）
それは無効なパスコードです（Sorry that was an invalid passcode...）
ログオフします（Logging off）
10.00.00.100への接続が閉じられました。
（Connection to 10.00.00.100 closed.）
dhcp-249:~ $

正しいパスコードを入力すると、IX は管理アカウント名とパスワードをシステム デフォルトに
リセットします。

（注）

画面の右上に以前のデフォルト以外のユーザ名がまだ表示されている場合があります。この
ユーザ名は使用せず、デフォルトのユーザ名とパスワードを引き続き使用してください。
次に、正常なパスワード リセット情報の例を示します。
例 5-3

正常なパスワード リセット要求

パスコードを入力してください：507530
（Please enter the passcode:507530）
管理者名とパスワードをリセットします
（resetting admin name and password）
既存の管理セッションを停止します（stopping any existing admin session）
管理者アカウントとパスワードをデフォルトにリセットします（admin account and password reset to
default）
セキュリティルールの適用に成功しました（success in applying security rules）
ログオフします（Logging off）
10.00.00.100への接続が閉じられました。
（Connection to 10.00.00.100 closed.）
dhcp-249:~ $

（注）

Unified CM で IX システムを使用している場合は、次回 Unified CM から「更新」または「リセッ
ト」を実行すると、管理アカウント名とパスワードが Unified CM のデバイス ページで指定した
値に再設定されます。
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IX システム コンポーネントのトラブルシューティング
IX システム コンポーネントのトラブルシューティングに関する詳細については、この管理ガイ
ドの「初回セットアップ」の項を参照してください。

Cisco TelePresence ソフトウェア リリース IX 8 アドミニストレーション ガイド

5-10

CHAPTER

6

システムのモニタリング
改訂日：2017 年 5 月 11 日

目次
この章は、次の [モニタリング（Monitoring）] ページに関する項で構成されています。
•

システム ステータス（System Status）
（6-1 ページ）

•

コール統計（Call Statistics）
（6-2 ページ）

•

ネットワーク データ (Network Data)（6-4 ページ）

•

SNMP トラップを使用したシステムの監視（6-4 ページ）

システム ステータス
（System Status）
IX システム ハードウェア コンポーネントの現在の動作状態を表示するには、[システム ステー
タス（System Status）] セクションを使用します。各コンポーネントの横の色付きアイコンは、その
コンポーネントが接続されて機能しているか（緑色のチェックマーク）または接続されておらず
機能していない（赤色の x）かを示します。
図 6-1 に、右側に [システム ステータス（System Status）] セクションが表示されている [モニタリ
ング（Monitoring）] ページのサンプルを示します。
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（Call Statistics）

図 6-1

[モニタリング（Monitoring）] > [システム ステータス（System Status）] セクション

コール統計
（Call Statistics）
コーデックによって収集された音声とビデオ コールの統計情報を表示するには、[コール統計
（Call Statistics）] セクションを使用します。このセクションにアクセスするには、[モニタリング
（Monitoring）] ページを下へスクロールします。

HD プレゼンテーションの統計情報についての重要な注意
HD プレゼンテーションを共有している場合、コール統計はコールがポイントツーポイントかま
たはマルチポイント コールかに応じて異なる場所に表示されます。
•
•

ポイントツーポイント コールの場合は、[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call
Statistics）] > [一般（General）] からプレゼンテーションの統計情報を確認します。
マルチポイント コールの場合は、[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call Statistics）] >
[AV コール ビデオ（AV Call Video）]、[AV コールオーディオ（AV Call Audio）] または [音声のみ
（Audio Only）] からプレゼンテーションの統計を確認します。

コール統計の表示
コール統計を表示するには、次の手順を実行します。
手順 1

[モニタリング（Monitoring）] > [コール統計（Call Statistics）] に移動して、次の IX システム コール
統計のタブを表示します。
•

[一般（General）]：すべてのシステム コールの履歴情報。図 6-2 のデータ タイプと値のサンプ
ルを参照してください。

•

[AV コールビデオ（AV Call Video）]：右、中央、または左のディスプレイの進行中の
TelePresence コールのビデオ ストリームの統計情報。図 6-3 の統計情報のサンプルを参照し
てください。
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手順 2

•

[AV コールオーディオ（AV Call Audio）]：進行中の TelePresence コールのオーディオ スト
リームの統計情報。

•

[音声のみ（Audio Only）]：進行中の TelePresence コールのオーディオ アドイン データ。

目的の統計情報選択のタブをクリックします。
図 6-2

一般的なコール統計

図 6-3 のように、特定の統計情報を取得するには 3 つの AV ストリームの選択のいずれかをク
リックします。
図 6-3

AV コール ビデオ ストリームの統計情報

[AV コールビデオ（AV Call Video）] タブには、右、中央、または左のシステム ディスプレイのいず
れかの統計情報が表示されることに注意してください。[送信（Transmit）] または [受信（Receive）]
ボタンをクリックして、送信統計情報または受信統計情報を表示します。

（注）

ジッターおよびパケット損失の詳細については、
「ジッターおよびジッターしきい値の定義につ
いて」セクション（1-2 ページ）を参照してください。
システムの送信データを表示するには、[モニタリング（Monitoring）] ページを [ネットワーク
データ（Network Data）] セクションまでスクロールします。
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ネットワーク データ (Network Data)
ネットワークから収集されたパケット送信の統計情報を表示するには、[ネットワーク データ
（Network Data）] セクションを使用します。データは、システムの裏で見ていたかのようにラベル
された列にリストされます。たとえば、IX5000 では、ラベルは左、中央、および右のコーデックか
らの統計情報を示します。
ネットワーク統計情報をモニタするには、次の手順を実行します。
手順 1

[モニタリング（Monitoring）] ページで、[ネットワーク データ（Network Data）] までスクロールし
ます。ネットワーク データが図 6-4 のように表示されます。
図 6-4

手順 2

[ネットワーク データ（Network Data）] セクション

ネットワーク データの情報を確認します。

SNMP トラップを使用したシステムの監視
シスコは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用してシステムを監視する
Management Information Base（MIB）ファイルを提供します。詳細は、
『Cisco TelePresence System
Message Guide』の「MIBs, RFCs, and SNMP Trap Messages for the Cisco TelePresence System」の章
を参照してください。

次の作業
システム統計情報と、システム オペレーション（Sysops）ログ メッセージなどのメッセージに関す
る詳細については、Cisco.com で『Cisco TelePresence System Message Guide』を参照してください。
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改訂日：2017 年 5 月 11 日

目次
この章は、次の項で構成されています。
•

概要（7-1 ページ）

•

IX システムで使用するポートとプロトコル（7-2 ページ）

•

Cisco Unified Communications Manager で使用するポートとプロトコル（7-4 ページ）

•

Cisco TelePresence Management Suite で使用するポートとプロトコル（7-4 ページ）

•

Cisco TelePresence Server で使用するポートとプロトコル（7-5 ページ）

•

Cisco TelePresence Multipoint Switch（CTMS）で使用するポートとプロトコル（7-5 ページ）

•

Cisco IOS IP サービスレベル契約（IPSLA）に使用されるポートとプロトコル（7-7 ページ）

概要
臨場感あふれる Cisco TelePresence システムは、統合 IP ネットワークで展開されるように設計さ
れています。多くの企業では、Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）に登録してい
るシステムをさまざまな種類の悪意のある脅威から保護するため、ファイアウォールまたはア
クセス コントロール リスト（ACL）
（あるいは、その両方）を利用しています。また、ACL は、ロー
カル エリア ネットワーク（LAN ）のアクセス エッジや LAN とワイド エリア ネットワーク
（WAN）の交点など、ネットワークのさまざまな場所におけるトラフィックのマーキング、シェー
ピング、ポリシングを含めた、Quality of Service（QoS）設定の強化のためにもよく使用されます。
Cisco TelePresence と併せてファイアウォールやアクセス コントロール リストを使用する場合
には、次の 3 つの主な考慮事項があります。
1.

ソリューションの各コンポーネント間で許可する必要がある特定の TCP ポートと UDP
ポート。

2.

Cisco TelePresence のミーティングの音声およびビデオ メディア ストリームでは、一般的な
音声コールに比べ、必要な帯域幅は極めて高く、遅延、ジッター、および損失に対する許容性
は非常に低いものとなっています。したがって、特定のルータ、スイッチ、ファイアウォール、
侵入防御（IPS）プラットフォーム、およびそれらのパフォーマンス特性について検討する際
には、その点を考慮する必要があります。
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3.

特定の UDP ポートの動的な開閉のためにアプリケーション レイヤに依存するファイア
ウォールでは、Cisco TelePresence の固有の SIP プロトコル実装をサポートしていない可能性
や、アプリケーション層プロトコルが暗号化されているためにプロトコルの内容を検査でき
ない可能性があります。

このマニュアルでは、上記の 3 つの考慮事項のうち、最初の 1 つのみを取り上げ、Cisco
TelePresence で使用する TCP ポートと UDP ポートの一覧を示します。使用すべきルータ、ファイ
アウォール、IPS プラットフォーム、または設定に関するガイダンスは提供しません。ネットワー
ク設計の詳細については、
『Solution Reference Network Design (SRND)』ガイド
（https://www.cisco.com/go/ucsrnd）を参照してください。このマニュアルは、ご使用の Unified CM
リリースの SRND ガイドの情報と併せてご利用ください。
（注）

特定のファイアウォール、ACL、および IPS 設定を実稼働環境に展開する前に、それらに対する
Cisco TelePresence のテストを徹底的に実施することをお勧めします。

IX システムで使用するポートとプロトコル
この章では、IX システムで使用され、ファイアウォールまたは ACL の管理者にとって関係があ
るポートについて説明します。内部システム通信に使用されるポートについては、ここでは言及
しません。
表 7-1

プロト
コル
CDP

IX システムで使用するプロトコルとポート

TCP ま
たは
UDP

ソース
接続先
デバイス：ポート デバイス：ポート 説明と用途

該当なし IX コーデック：
該当なし

スイッチ：該当
なし

接続しているアップストリームの Cisco Catalyst イーサ
ネット スイッチに自身の存在をアドバタイズし、パケッ
トにタグ付けする仮想 LAN（VLAN）を学習します。
（注）

DHCP

UDP

0.0.0.0：68
IX コーデック：68

UDP

0.0.0.0: 67
DHCP：67

ICMP

該当なし 任意：該当なし

NTP

UDP

IX コーデック：
123

ブロードキャス
ト：67

CDP は、レイヤ 2 プロトコルであるため、トラン
スポートに TCP や UDP を使用しません。

IP アドレスを DHCP サーバに要求します。
（注）

すべての CTS エンドポイントで DHCP ではなく
静的 IP アドレッシングを使用することをお勧め
します。

ブロードキャス
ト：68

IP アドレスの要求に応じて DHCP サーバから送信され
ます。

任意：該当なし

ICMP は、デバイスが到達可能かどうかを判断するために
使用されることがあります（たとえば、ICMP エコー要求
と応答など）。デバイスまたはポートが到達不能になった
ことを示すため、ICMP 到達不能メッセージがデバイスに
よって送信されることがあります。パケットの存続可能
時間（ttl）を超過したことを示すため、ICMP 時間超過メッ
セージがデバイスによって送信されることがあります。

NTP：123

CTS のハードウェア クロックと NTP サーバを同期させ
ます。
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表 7-1

IX システムで使用するプロトコルとポート（続き）

DNS

UDP

IX コーデック：
エフェメラル

DNS：53

ホスト名を IP アドレスに解決します。

HTTP

TCP

任意：エフェメ
ラル

IX コーデック：
80、443

IX コーデックの管理 Web インターフェイスにアクセス
します。ポート 80 はポート 443 に自動的にリダイレクト
されます。

IX コーデック：
エフェメラル

CUCM：6970

コンフィギュレーション ファイルとファームウェア
ファイルを Cisco Unified CM TFTP サービスからダウン
ロードします。
（注）

IX コーデック：
エフェメラル
•

IX コーデッ
ク：エフェメ
ラル

•

CTS-Manager：
エフェメラル

CUCM：8080

•
•

IX コーデックは、TFTP ではなく HTTP を使用し
て、これらのファイルにアクセスします。

Cisco Unified IP Phone ユーザ インターフェイスのディレ
クトリ機能で Cisco Unified CM の LDAP ディレクトリを
検索するために使用されます。

CTS-Manager： XML/SOAP を使用して、CTS-Manager とのミーティング
8080、
8444
のスケジュールおよびシステム動作ステータスの調整を
行います。
IX コーデッ
ク：8081、
• セキュリティがイネーブルの場合、
CTS はポート
9501
8444 を使用し、CTS-Manager は CTS のポート 9501
（推奨）を使用します。
•

IX コーデック：
エフェメラル

CTMS：9501

セキュリティがイネーブルでない場合、CTS は
CTS-Manager のポート 8080 を使用し、CTS-Manager
は CTS のポート 8081 を使用します。

サイト/セグメントのスイッチングやミーティングの
ロック/ロック解除など、ミーテング中の制御のため、各
CTS と CTMS 間で XML を使用します。

SSH

TCP

任意：エフェメ
ラル

IX コーデック： IX コーデックの管理コマンドライン インターフェイス
22
（CLI）にアクセスします。

SNMP

UDP

任意：エフェメ
ラル

IX コーデック：
161

SNMP クエリを管理ステーションから受信します。

IX コーデック：
エフェメラル

SNMP：162

SNMP トラップを管理ステーションに送信します。

CAPF

TCP

IX コーデック：
エフェメラル

CUCM：3804

製造元でインストールされる証明書（MIC, Manufacturing
Installed Certificate）を登録するか、またはローカルで有効
な証明書（LSC）を Cisco Unified CM の認証局プロキシ機
能（CAPF）サービスから取得します。

CTL

TCP

IX コーデック：
エフェメラル

CUCM：6970 お
よび 2444（注を
参照）

証明書信頼リスト（CTL）を Cisco Unified CM の証明書信
頼リスト（CTL）プロバイダー サービスからダウンロード
します。CTL のダウンロード時にはポート 2444 が使用さ
れます。
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表 7-1

SIP

IX システムで使用するプロトコルとポート（続き）

UDP
TCP

IX コーデック：
エフェメラル

CUCM：5060
CUCM：5060、
5061

CTS と Cisco Unified CM 間の登録とコール シグナリングに
使用されます。
次のいずれかの値を取ることができます。
•

UDP ポート 5060

•

TCP ポート 5060

•

SIP over TLS がイネーブルの場合は TCP ポート 5061
（推奨）。

RTP

UDP

IX コーデック：
16384～32768

任意：任意

音声およびビデオ メディアを送受信します。

XMLRPC

TCP

IX コーデック：
エフェメラル

電話：61456

MIDlet 電話ユーザ インターフェイス（UI）を自動起動し
ます。

電話：エフェメ
ラル

IX コーデック：
61457

MIDlet 電話 UI に通知を送信します。

電話：エフェメ
ラル

IX コーデック：
61458

MIDlet 電話 UI から通知を受信します。

Cisco Unified Communications Manager で使用するポート
とプロトコル
Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）リリース 10 で使用するすべてのポートの総
合一覧については、次の URL で『TCP and UDP Port Usage Guide for Cisco Unified Communications
Manager, Release 10.0(1)』を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/port/10_0_1/CUCM_BK_T537717B_00_
tcp-port-usage-guide-100.html
Cisco Unified Communications Manager（Unified CM）リリース 11.0 以降で使用するすべてのポー
トの総合一覧については、次の URL で『System Configuration Guide for Cisco Unified
Communications Manager』を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-call
manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Cisco TelePresence Management Suite で使用するポートと
プロトコル
Cisco TelePresence Management Suite で使用するポートとプロトコルの一覧については、次の
URL で『Cisco TelePresence Management Suite Installation and Upgrade Guide』の「Port used by Cisco
TMS」を参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-inst
allation-guides-list.html
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Cisco TelePresence Server で使用するポートとプロトコル
表 7-2 に、Cisco TelePresence Server で使用するポートの一覧を示します。
（注）

表 7-2

この表は、Cisco TelePresence Server MSE 8710 のデフォルトの一覧です。次の TelePresence Server
製品では、FTP ポートや H.323 ポートは使用しません。
•

Cisco TelePresence Server on Multiparty Media 3x0

•

仮想マシンの Cisco TelePresence サーバ

Cisco TelePresence Server で使用するプロトコルとポート

プロトコル

TCP ま
たは
UDP

ポート

説明と用途

HTTP

[TCP]

80

HTTP ポート

HTTPS

[TCP]

443

HTTPS ポート（HTTPS port）

H.323

[TCP]

1720

H.323 用の着信ポート

SIP（TCP）

[TCP]

5060

SIP ポート（SIP port）

暗号化 SIP
（TLS）

[TCP]

5061

暗号化 SIP ポート

FTP

[TCP]

21

FTP ポート

SIP（UDP）

UDP

5060

暗号化 SIP ポート

該当なし

該当なし 49152～65535

Ephemeral ポート

Cisco TelePresence Multipoint Switch
（CTMS）
で使用する
ポートとプロトコル
表 7-3 に、Cisco TelePresence Multipoint Switch に関する情報を示します。
表 7-3

Cisco TelePresence Multipoint Switch

プロト
コル

TCP また
は UDP

CDP

該当なし 該当なし

ソース
デバイス：ポート

接続先
デバイス：ポート

説明と用途

該当なし

接続しているアップストリームの Cisco Catalyst イーサ
ネット スイッチに自身の存在をアドバタイズします。
（注）

DHCP

UDP

0.0.0.0：68
CTMS：68
0.0.0.0：67
DHCP：67

CDP は、レイヤ 2 プロトコルであるため、TCP や
UDP を使用しません。

ブロードキャス IP アドレスを DHCP サーバに要求します。
ト：67
（注） DHCP ではなく静的 IP アドレッシングを使用す
ることをお勧めします。
ブロードキャス
ト：68

IP アドレスの要求に応じて DHCP サーバから送信され
ます。
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Cisco TelePresence Multipoint Switch（CTMS）で使用するポートとプロトコル

表 7-3

Cisco TelePresence Multipoint Switch
（続き）

ICMP

該当なし 任意：該当なし

任意：該当なし

ICMP は、デバイスが到達可能かどうかを判断するため
に使用されることがあります（たとえば、ICMP エコー要
求と応答など）。デバイスまたはポートが到達不能に
なったことを示すため、ICMP 到達不能メッセージがデ
バイスによって送信されることがあります。パケットの
存続可能時間（ttl）を超過したことを示すため、ICMP 時
間超過メッセージがデバイスによって送信されること
があります。

NTP

UDP

CTMS：123

NTP：123

CTMS のハードウェア クロックと NTP サーバを同期さ
せます。

DNS

UDP

CTMS：エフェメ
ラル

DNS：53

ホスト名を IP アドレスに解決します。

HTTP

[TCP]

•

CTMS：エ
フェメラル

•

CTS-Manager： •
エフェメラル

•

CTS-Manager： XML/SOAP over HTTP または HTTP を使用して、
8080、8444
CTS-Manager と CTMS 間でミーティングのスケジュー
ルおよびシステム動作ステータスの調整を行います。
CTMS：8080、
8444
• セキュリティがイネーブルの場合、
CTMS は
CTS-Manager のポート 8444 を使用し、CTS-Manager
は CTMS のポート 8444（推奨）を使用します。
•

セキュリティがイネーブルでない場合、CTMS は
CTS-Manager のポート 8080 を使用し、CTS-Manager
は CTMS のポート 8080 を使用します。

任意：エフェメ
ラル

CTMS：80、443

CTMS の管理 Web インターフェイスにアクセスしま
す。ポート 80 はポート 443 に自動的にリダイレクトさ
れます。

IX コーデック：
エフェメラル

CTMS：9501

サイト/セグメントのスイッチングやミーティングの
ロック/ロック解除など、ミーテング中の制御のため、各
CTS と CTMS 間で XML を使用します。このポートは、セ
キュア モードと非セキュア モードの両方で同じです。

SSH

[TCP]

任意：エフェメ
ラル

CTMS：22

CTMS の管理コマンドライン インターフェイス（CLI）
にアクセスします。

SNMP

UDP

任意：エフェメ
ラル

CTMS：161

SNMP クエリを管理ステーションから受信します。

CTMS：エフェメ SNMP：162
ラル

SNMP トラップを管理ステーションに送信します。
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Cisco IOS IP サービスレベル契約（IPSLA）に使用されるポートとプロトコル

表 7-3

SIP

Cisco TelePresence Multipoint Switch
（続き）

UDP

[TCP]

CTMS：エフェメ
ラル

CUCM：5060、
5061

CUCM：エフェメ CTMS：5060、
5061
ラル

•

セキュリティがイネーブルでない場合、UDP または
TCP ポート 5060 を使用します。

CTMS：エフェメ
ラル

•

セキュリティがイネーブルの場合、UDP または TCP
を使用します。

CUCM：5060、
5061

CUCM：エフェメ CTMS：5060、
5061
ラル

RTP

UDP

Cisco Unified CM とのコール シグナリングに使用され
ます。

CTMS：16384～
32768

任意：任意

（注）

常に Cisco Unified CM に対する SIP TCP ソケッ
トを開始する CTS エンドポイントとは異なり、
CTMS の場合は、どちらの側からも接続を開始で
きます。

音声およびビデオ メディアを送受信します。

Cisco IOS IP サービスレベル契約
（IPSLA）
に使用される
ポートとプロトコル
Cisco IOS IP サービスレベル契約（IPSLA）は、ネットワーク パスを測定して評価するために
Cisco TelePresence のインストール前によく使用されます。
表 7-4 に、Cisco TelePresence のネットワーク パス アセスメント（NPA）テストを実施するために
使用される IPSLA UDP ジッター プローブ操作に関連する特定のポートを示します。
「エージェ
ント」は IPSLA テスト パケットを生成するルータであり、
「レスポンダ」はそれらの要求に応答
するルータです。
「両方」は、そのようなパケットをエージェントとレスポンダのいずれかが生成
する可能性があることを意味します。

（注）

表 7-4

表 7-4 に、IPSLA エージェント ルータと IPSLA レスポンダ ルータで最もよく使用されるポート
を示します。IPSLA は Cisco IOS 上で動作するため、これらのルータが通信に使用する他のポー
トが存在する場合があります。

Cisco IOS IP サービスの IPSLA のサポート

プロト
コル

TCP ま
たは
UDP

CDP

該当なし 該当なし

ソース
接続先
デバイス：ポート デバイス：ポート 説明と用途
該当なし

接続しているアップストリームの Cisco Catalyst イーサ
ネット スイッチに自身の存在をアドバタイズします。
（注）

ICMP

該当なし 任意：該当なし

任意：該当なし

CDP は、レイヤ 2 プロトコルであるため、TCP や
UDP を使用しません。

ICMP は、デバイスが到達可能かどうかを判断するために
使用されることがあります（たとえば、ICMP エコー要求
と応答など）。デバイスまたはポートが到達不能になった
ことを示すため、ICMP 到達不能メッセージがデバイスに
よって送信されることがあります。パケットの存続可能
時間（ttl）を超過したことを示すため、ICMP 時間超過メッ
セージがデバイスによって送信されることがあります。
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Cisco IOS IP サービスレベル契約
（IPSLA）に使用されるポートとプロトコル

表 7-4

Cisco IOS IP サービスの IPSLA のサポート（続き）

NTP

UDP

両方：123

NTP：123

Cisco IOS IPSLA ルータのハードウェア クロックと NTP
サーバを同期させます。

DNS

UDP

両方：エフェメ
ラル

DNS：53

ホスト名を IP アドレスに解決します。

SSH

[TCP]

任意：エフェメ
ラル

両方：22

Cisco IOS IPSLA ルータの管理コマンドライン インター
フェイス（CLI）にアクセスします。

SNMP

UDP

任意：エフェメ
ラル

両方：161

SNMP クエリを管理ステーションから受信します。

両方：エフェメ
ラル

任意：162

SNMP トラップを管理ステーションに送信します。

IPSLA

UDP

エージェント：エ レスポンダ：
1967
フェメラル

エージェントとレスポンダ間で新しい IPSLA 操作を通
知します。

RTP

UDP

エージェント：エ レスポンダ：
フェメラル
16384～32768
（設定可能）

エージェントからレスポンダに音声およびビデオ メ
ディアを送信します。すると、レスポンダが、それらのパ
ケットをエージェントに返します。特定の宛先 UDP ポー
トを IPSLA エージェント設定で定義できます。
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802.1X 認証
改訂日：2017 年 5 月 11 日
•

IEEE 802.1X 認証の概要（8-1 ページ）

•

IX 802.1X 認証ステータスの確認（8-2 ページ）

•

802.1X 認証問題のトラブルシューティング（8-4 ページ）

IEEE 802.1X 認証の概要
この項では、Cisco TelePresence System で 802.1X 認証をモニタおよびトラブルシューティングす
る方法について説明します。802.1X は、ポートベースのネットワーク アクセス コントロールの
IEEE 標準です。これにより、ユーザまたはマシンの ID に基づいて、ネットワーク接続を許可ま
たは拒否する機能、仮想 LAN（VLAN）アクセスを制御する機能、およびトラフィック ポリシーを
適用する機能が提供されます。
802.1X は、認証を使用してネットワークへのデバイス アクセスを許可または拒否します。イー
サネット スイッチ ポートは、接続するデバイスの ID に基づいて動的にイネーブルにできます。
認証されていないデバイスは、ネットワークにアクセスできません。

802.1X 認証コンポーネント
802.1X 認証には次の 3 つのネットワーク デバイスが必要です。
•

サプリカント：LAN/ワイヤレス LAN（WLAN）へのアクセスを試行するクライアント デバイ
ス（ラップトップやエンドポイントなど）、またはこのデバイスで動作しオーセンティケータ
にクレデンシャルを提供するソフトウェア。

•

オーセンティケータ：保護されたネットワークへのアクセス ポイントとして機能するネッ
トワーク デバイス（イーサネット スイッチやワイヤレス アクセス ポイントなど）。802.1X 認
証の場合、サプリカントは、ユーザ名、パスワード、デジタル セキュリティ証明書、またはこ
れらの組み合わせなどのネットワーク クレデンシャルをオーセンティケータに提供しま
す。オーセンティケータはその後、クレデンシャルを認証サーバに転送して検証します。

•

認証サーバ：保護されたネットワークを保護するサーバ（Cisco Secure Access Control Server
など）。802.1X 認証の場合、認証サーバはオーセンティケータからサプリカントのネット
ワーク クレデンシャルを受信し、サプリカントの ID を検証します。その後、サプリカントは
ネットワーク上のリソースにアクセスできるようになります。
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IX 802.1X 認証ステータスの確認

図 8-1

802.1X 認証プロセスの図

Authenticator

2

Authentication
server

1

3

Supplicant

345205

Internet
or other LAN
resources

IX システムの認証
Cisco TelePresence IX システムは、802.1X 対応サプリカントとして動作するように装備されてい
ます。802.1X 認証はデフォルトでイネーブルになっています。
（注）

スイッチ ポート（またはオーセンティケータ）はマルチドメイン モードで設定することを推奨
します。

IX 802.1X 認証ステータスの確認
Cisco TelePresence System で 802.1X 認証ステータスを調べるには、次のオプションのいずれかを
使用します。
•

システム起動時に IX メイン ディスプレイ画面を表示します（メイン ディスプレイ画面での
802.1X 認証ステータスの確認（8-2 ページ）を参照）

•

CLI コマンド、show dot1x status を入力します（CLI コマンドによる 802.1X 認証ステータス
の確認（8-4 ページ）を参照）。

メイン ディスプレイ画面での 802.1X 認証ステータスの確認
Cisco TelePresence IX システムのメイン ディスプレイ画面で 802.1X 認証ステータスを調べるに
は、次の手順を実行します。
手順 1

Cisco TelePresence IX システムの電源をオフにします。

手順 2

Cisco TelePresence IX システムの電源をオンにします。

手順 3

メイン ディスプレイ画面の右下を確認します。3 画面システムでは、中央の画面の右下を確認し
ます。802.1X がシステムで認証されているか、認証されていないか、または必要ないことを示す
テキストが表示されます。
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IX 802.1X 認証ステータスの確認

例：
802.1X: Connecting...
802.1X: Not Authenticated

Cisco TelePresence System のメイン ディスプレイ画面に表示されるこのテキストは、そのシステ
ムでの 802.1X 認証の成功または失敗を示します。ステータス行が「不要（Not Required）」となっ
ている場合は、802.1X 認証はそのシステムに必要ありません。
図 8-2

Cisco TelePresence System のブートアップ画面のスクリーンショット

有効なネットワークと無効なネットワークの 802.1X 認証ステータス表示の概要については、
表 8-1 を参照してください。
表 8-1

（注）

802.1X 認証ステータス表示の概要

ステータス

802.1X 対応ネットワーク

802.1X 非対応ネットワーク

進行中（In Progress）

接続中/認証中（Connecting /
Authenticating）

接続中（Connecting）

Success

認証

不要

失敗 (Failure)

認証されていません（Not
Authenticated）

不要

802.1X 認証ステータスは、Cisco TelePresence System のプライマリ画面でのみ表示でき、セカン
ダリ画面（たとえば、プレゼンテーション画面や、3 画面システムの場合の左右いずれかの画面な
ど）では表示できません。802.1X 認証ステータスがプライマリ画面に表示されない場合は、
「CLI
コマンドによる 802.1X 認証ステータスの確認」セクション（8-4 ページ）に示す手順に従ってく
ださい。
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CLI コマンドによる 802.1X 認証ステータスの確認
CLI コマンドを使用して 802.1X 認証ステータスを確認するには、次の手順を実行します。
手順 1

CLI にログインします。

手順 2

次のコマンドを入力します。show dot1x status

手順 3

表示されるテキストを確認します。802.1X がシステムで認証されているか、認証されていない
か、または必要ないことを示すテキストが表示されます。
例：
admin:show dot1x status
Authenticated

802.1X 認証問題のトラブルシューティング
802.1X が適切に認証しない場合は、次の項を確認してください。
•

802.1X 認証の問題のトラブルシューティング

•

セキュリティ証明書の表示

802.1X 認証の問題のトラブルシューティング
表 8-2 に、802.1X 認証中に起こる可能性のある問題と考えられる解決策を要約します。
表 8-2

802.1X 認証の問題のトラブルシューティング

症状

考えられる根本的な原因

Cisco Secure ACS 認証サーバ
が、Cisco TelePresence System
のサプリカントからのセキュ
リティ証明書を拒否する。

セキュリティ証明書が無効、 CAPF を使用して、有効で期限
期限切れ、または CAPF から発 が切れていないセキュリティ
行されていません。
証明書をインストールします。
「セキュリティ証明書の表示」
を参照してください。

Cisco TelePresence System が
802.1X 認証を失敗する。

システムの最新のログ ファイ CLI でコマンド file list log
ルにエラーが含まれている可 dot1x を使用して、ログにエ
能性があります。
ラーや障害メッセージがない
かを確認します。
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802.1X 認証問題のトラブルシューティング

表 8-2

802.1X 認証の問題のトラブルシューティング（続き）

症状

考えられる根本的な原因

イーサネット スイッチが
Cisco TelePresence System の
ブートアップ画面に「802.1X： 802.1X をサポートするように
不要（802.1X: Not Required）」 設定されていません。
と表示される。

Cisco Secure ACS 認証サーバ
が、Cisco TelePresence System
のサプリカントからのセキュ
リティ証明書を拒否する。

解像度
イーサネット スイッチにログ
インし、CLI コマンド show
authentication sessions
interface {FastEthernet |
GigabitEthernet} {Interface
Number} を使用して、802.1X
認証ステータスを確認しま
す。イーサネット スイッチが
802.1X に対応していない場合
は、それを有効にします。手順
については、
『Identity-Based
Networking Services: IP
Telephony in IEEE
802.1X-Enabled Networks
Deployment and Configuration
Guide』を参照してください

Cisco Secure ACS が 802.1X を 802.1X をサポートするように
サポートするように設定され Cisco Secure ACS（およびすべ
ていません。
てのバックエンド ネットワー
ク設定）を設定します。手順に
ついては、
『Identity-Based
Networking Services: IP
Telephony in IEEE
802.1X-Enabled Networks
Deployment and Configuration
Guide』を参照してください

Cisco TelePresence System が
LSC が CAPF からエクスポー
LSC の代わりに MIC を使用し トされておらず、Cisco Secure
て認証を試行している。
ACS にインポートされていま
せん。

LSC が CAPF からエクスポー
トされ、Cisco Secure ACS にイ
ンポートされていることを確
認します。
「LSC のインストー
ル」を参照してください。

別の CAPF および Unified CM
に移動した後、Cisco
TelePresence System が 802.1X
認証を失敗する。

Cisco Unified CM から LSC を再
インストールして、Cisco
TelePresence System をアップグ
レードします。
「LSC のインス
トール」を参照してください。

LSC は前の CAPF および
Unified CM からインストール
されたため、
802.1X 認証をサ
ポートしていません。
Cisco
TelePresence System を別の
CAPF および Unified CM に移
動するには、
LSC を再インス
トールし、システムをアップグ
レードする必要があります。
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セキュリティ証明書の表示
証明書が有効で期限切れでなく CAPF によって発行されていることを確認するために、セキュ
リティ証明書（MIC または LSC）を調べることができます。セキュリティ証明書の詳細について
は、IX システムのセキュリティ証明書の検証（5-6 ページ）を参照してください。
CLI またはサードパーティ製ツールを使用して、MIC または LSC を確認できます。
•

CLI からセキュリティ証明書を確認する

•

サードパーティ製ツールからのセキュリティ証明書の確認

CLI からセキュリティ証明書を確認する
CLI から MIC または LSC を表示するには、次の手順を実行します。
手順 1

CLI にログインします。

手順 2

次のコマンドを入力します。show cert {mic | lsc}。mic または lsc のどちらか（両方ではなく）を入
力してください。

手順 3

CLI 内に表示される証明書を確認します。証明書が有効で期限切れでなく CAPF によって発行さ
れていることを確認します。
例：
> admin:show cert lsc
> Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 5 (0x5)
Signature Algorithm( sha1WithRSAEncryption
Issuer: C=US, O=organization, OU=department, CN=CAPF-1a234bcd, ST=CA, L=CH
Validity
Not Before: Mar 23 16:10:31 2012 GMT
Not After: Mar 22 16:10:30 2017 GMT
Subject: C=US, O=organization, OU=department, CN=SEPXXXXXXXXXXXX

LSC がインストールされていないシステムで show cert lsc を入力すると、コマンド ラインは次
のようになります。
show cert lsc
There is no certificate to display

セキュリティ証明書の期限が切れている、無効である、または別の送信元から発行されている場
合は、CAPF を使用して新しい証明書をインストールします。

サードパーティ製ツールからのセキュリティ証明書の確認
サードパーティ製のツールを使用して MIC または LSC を確認することもできます。手順につい
ては、ツールに付属しているマニュアルを参照してください。
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