
このユーザ ガイドの内容

作成日：2014 年 12 月
改訂日：2015 年 4 月 6 日

ここでは、次の項について説明します。

• 「はじめる前に」（P.vii）

• 「関連資料」（P.x）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xi）

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」（P.vii）

• 「Unified CM デバイス パックの要件」（P.viii）

• 「アセンブリおよび配線に関する注意事項」（P.viii）

• 「システムの MAC アドレスの取得」（P.ix）

• 「ネットワーク タイム プロトコル（NTP）の要件」（P.x）

• 「Unified Communications Manager および COP ファイルのダウンロードのサポート」（P.x）

• 「Web ブラウザのサポート」（P.x）

IX システムの即時ソフトウェア アップグレードの要件

IX システムは、下位レベルのソフトウェア バージョン（Ix 8.0.0.2）があらかじめロードされ
ています。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』のマニュアルの「Configuring Cisco Unified Communications Manager for 
Your Cisco TelePresence System」の項を参照してください。

Cisco TelePresence IX ソフトウェアを検索して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 次の操作のどちらかを実行して、デバイス ソフトウェアがあるエリアに移動します。

• www.Cisco.com にログインし、[サポート（Support）] をクリックし、[製品番号の入力
（Enter Product Number）] 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。
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.html#pgfId-1198837
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.html#pgfId-1198837


          
• 次の手順を実行して、手動で製品に移動します。

a. cisco.com で次の URL に移動します（cisco.com ID ログインが必要です）。

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284307107&flowid=31903&softwa
reid=280886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=all [??]

b. 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。

ステップ 2 [すべてのリリース（All Releases）] 下で、リリース 8 ソフトウェアに移動して、最新バージョ
ンを選択します。

ステップ 3 ソフトウェアをダウンロードします。すぐにダウンロードするには [ダウンロード（Download）] 
ボタンをクリックし、後でダウンロードするには [カートに追加（Add to Cart）] ボタンをクリッ
クします。

ステップ 4 [カートに追加（Add to Cart）] を選択した場合は、[カートをダウンロード（Download Cart）] 
ハイパーテキストをクリックし、各ソフトウェア選択の横にある [ダウンロード（Download）] 
ボタンをクリックしてソフトウェアをダウンロードします。

Unified CM デバイス パックの要件

Unified CM ソフトウェアが最低限必要なデバイス パックのバージョンであることを確認します。

• 9.1.2 の最小のデバイス パックのバージョンは 9.1（2.13063）です。

• 10.5 の最小のデバイス パックのバージョンは 10.5（1.12016）です。

古いバージョンにはデバイス タイプとして Cisco TelePresence IX5000 がありません。

ヒント IX5200 の場合は、デバイス タイプを Cisco TelePresence IX5000（18 席）として設定します。

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。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ix5000-series/products-installation-gui
des-list.html [英語]

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）]
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https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284307107&flowid=31903&softwareid=280886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=all
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/assembly_guide/ix5000_install_guide.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/assembly_guide/ix5000_install_guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/tx9000/assembly_guide/tx9000_9200_assembly_guide.html
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=280789323
http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
http://www.cisco.com/en/US/support/index.html


       
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、正しいアドレスは上側（壁側）
のものです。

図 1 ホスト CPU コーデック上の MAC アドレスの位置

• 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。

（注） 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。
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ネットワーク タイム プロトコル（NTP）の要件

NTP は、Cisco サーバでクロックを同期するために必要です。カレンダー イベントが正しく表
示されるように、NTP は Unified CM で適切に設定される必要があります。

NTP および他の IX システム設定に関する詳細については、『Cisco Unified Communications 
Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』を参照してください。

Unified Communications Manager および COP ファイルのダウンロードの
サポート

COP ファイルの管理の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Configuration 
Guide for the Cisco TelePresence System』の「Managing Cisco Options Package (COP) Files on the 
Cisco TelePresence System」の項を参照してください。

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

関連資料

• Cisco Unified CM の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager (CallManager) 
Documentation Roadmaps』を参照してください。

参照先 関連項目

• 『Cisco TelePresence Administration Software』 システム ソフトウェアの最新のリリース ノー
トを含む、Cisco TelePresence Administration 
Software のマニュアルを提供します。

• 『Cisco TelePresence Management Suite』 Cisco TelePresence Management Suite のマニュ
アルを提供します。

• 『Cisco TelePresence System User Guide, Software Release IX 8』 Cisco TelePresence Touch 10 デバイスでサポー
トされる機能について説明します。

• 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for 
the Cisco TelePresence System』

Cisco Unified Communications Manager
（Unified CM）の管理インターフェイスを使用
した IX5000 システムの設定に関する情報を
提供します。
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps11338/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/peripherals/cisco_touch/installation/installing_the_cisco_touch.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/cucm_cts_admin_book/guide/cucm_cts_admin.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/1_6/configuration/guide/cucm_cts_1_6.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/1_6/configuration/guide/cucm_cts_1_6.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/cucm_cts_admin_book/guide/cucm_cts_admin.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/1_6/configuration/guide/cucm_cts_1_6.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/1_6/configuration/guide/cucm_cts_1_6.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/cucm_cts_admin_book/guide/cucm_cts_admin_managefiles.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/cucm_cts/cucm_cts_admin_book/guide/cucm_cts_admin_managefiles.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。

www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew [英語]

『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。
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