PMC の使用方法のヒント

Cisco IP Interoperability and Collaboration System
（Cisco IPICS）PMC の詳細については、
『Cisco IPICS PMC Installation and User Guide,
Release 2.0(1)』および『Cisco IPICS PMC Quick
Start Reference Card, Release 2.0(1)』を参照して
ください。

クイック スタート

• 特定の PC で同時に開く PMC インスタンス
は 1 つだけにします。
• 開始前にマイクロフォンおよびヘッドセッ
トの配置と設定を確認します。

Cisco IPICS の全マニュアルについては、次の
URL を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/
cis/c_ipics/index.htm

• 使用できる音声チャネルは、すでに割り当て
済みで、使用している PMC に表示されるも
のだけです。
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Cisco IPICS Push-to-Talk Management Center
（PMC）を最も効率的に使用するには、次のヒ
ントが役立ちます。

PMC リリース 2.0(1) の使用方法のヒ
ント
PMC のボタンの説明
PMC のセットアップ
PMC へのログイン
PMC の使用方法
PMC の拡張機能の使用方法
詳細情報

• チャネルがアクティブになると、PTT ボタン
が強調表示されて色が変わります（各種の
チャネルの状態と PMC での表示のされ方に
ついては、『Cisco IPICS PMC Installation and
User Guide』を参照してください）。

PMC のボタンの説明
PMC インターフェイスを使用すると、PTT 音声
通信が可能になります。PMC の GUI により、1
つまたは複数のアクティブな音声チャネルを
監視しながら同時にそのチャネルに参加する
ことができます。図 1 に、PMC の高度な 18 チャ
ネルのコンソールを示します。
図1

PMC の 18 チャネル コンソール
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• チャネルで発言するには、話す前に
Push-to-Talk（PTT）ボタンをクリックし、押
したままにします。
• 他の Cisco IPICS ユーザの発言に重ならない
よう、手短に発言し、受信インジケータを監
視してください。
• ラッチ、複数選択、アラート トーン、DTMF、
All Talk など、特定の PMC 機能を使用でき
るかどうかは、サーバの設定によって異なり
ます。
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詳細情報
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PMC のボタンとラベルの説明
番号 ラベル / ボタン
1
Activation/
Deactivation ボタ
ン
2
PTTChannel ボタ
ン
3

4
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6
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説明
チャネルをアクティブ
または非アクティブに
します。
クリックして押したま
まにし、チャネルで発
言します。
Channel Select
PTT 伝送用のチャネル
チェックボック を選択します。
ス
VoiceReplay コン バッファされた音声伝
トロール
送を再生します。
Volume up ボタン チャネルの音量を上げ
ます。
Volume down
チャネルの音量を下げ
ボタン
ます。
Volumelevel イン 現在のチャネルの音量
ジケータ
レベルを表示します。
Server status 接続 サーバとの接続を示し
インジケータ
ます。
Menu ボタン
PMC の メニ ュー とオ
ンライン ヘルプにア
クセスします。
AllTalk チャネル 選択したすべてのチャ
ボタン
ネルで発言する場合に
クリックします。
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Select All および
Deselect All
（複数
選択）
AlertTone ボタン

割り当てられたすべて
のチャネルを選択また
は選択解除します。
1 つまたは複数のチャ
ネルにアラート トー
ンを発信します。

PMC のセットアップ
• Windows の Control Panel を開き、PMC で使
用するオーディオ設定を行い、優先またはデ
フォルトのサウンド デバイスを選択しま
す。
• マイクロフォンが録音と再生に適した機能
を備えているか確認します。
• PMC クライアント マシンとヘッドセットの
音量レベルを確認します。

PMC へのログイン
1. デスクトップに表示されている PMC アイ
コンをダブルクリックするか、Start >
Programs > Cisco IPICS > PMC に 移 動 し、
PMC アイコンをクリックして、PMC を起動
します。
2. ログイン プロンプトでサーバの IP アドレス
またはホスト名、ユーザ名、およびパスワー
ドを入力して、OK をクリックします。

PMC ユーザ名とサーバ ホスト名は大文字と
小文字を区別します。パスワードも大文字と
小文字を区別します。
3. ロケ ー ショ ン を選 択 する プ ロン プ トで デ
フォ ル トの ロ ケー シ ョン と 使用 し てい る
PMC のバージョンを選択し、OK をクリッ
クします。
4. PMC はパーソナライズされたチャネルのリ
ストをサーバから取得します。

PMC の使用方法
1. PMC にログインしたら、Activate ボタンを
クリックして直接音声チャネルに参加し、
オーディオ ストリームを聞きます。
2. PTT ボタンをクリックして押したままにし
ます。
3. 発言が終わったらマウスの左ボタンを放し
て聞き取り専用モードに戻ります。
（注）：PMC トラフィック用の PTT チャネル ボ
タンの受信インジケータを監視して、他の Cisco
IPICS ユーザの発言に重ならないようにしてく
ださい。受信インジケータがアクティビティを
示している場合は、トラフィックの受信中で
す。トラフィックの受信中に発言しても、聞き
取られていない可能性が高くなります。

PMC と Cisco Security Agent（CSA）の
使用
PMC の使用時に CSA からプロンプトが表示さ
れた場合は、常に Yes をクリックして権限を付
与し、現在の操作を続行します。

PMC の拡張機能の使用方法
キーボード マッピング：各チャネルに特定の
キーを割り当てます。割り当てられたキーを押
したままにすると伝送されます。
DTMF トーン：選択したチャネルに一定の期間
DTMF トーンを伝送します。
選択と複数選択：1 つまたは複数のチャネルを
データの送信および受信用に選択します。
アラート トーン：PMC 上の 1 つまたは複数の
チャネルにアラート トーンを発信します。
音声の再生：バッファされた音声を再生しま
す。
チャネルの順序変更：PMC に表示されたチャネ
ルの順序を変更します。
直接 2 方向ダイヤルおよび直接ダイヤル：ポイ
ントツーポイントの接続を可能にします。
（注）
：PMC のこれらの機能やこのリファレンス
カードに記載されているその他の情報の詳細
については、
『Cisco IPICS PMC Installation and
User Guide』を参照してください。

