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本機の性能を維持するた
めに
取り扱い上のご注意
使用・保管場所
次のような場所での使用および保管は避けてください。
• 極端に寒いところや暑いところ。
• 湿気、ほこりの多いところ。
• 激しく振動するところ。
• 強い磁気を発生するものの近く。
• 強力な電波を発生する機器やラジオの送信所の近く。
お手入れ
キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く
ふきとってください。
汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布で汚
れをふきとり、乾いた布で仕上げてください。アルコール、
ベンジン、シンナー、殺虫剤など、揮発性のものをかける
と、変質したり塗装がはげたりすることがあります。
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暗号化接続に対応

1 章 準備

本機は、ITU-T で規定された H.235 に準拠した標準暗号化
方式に対応しており、機密性の高い通信を行うことが可能
です。

本機の特長
本機使用時の流れ
本機を使用する際は、必要に応じて各章をお読みください。

HD MCU システム PCS-MCS1 は、複数の離れた地点間で
映像および音声によるコミュニケーションを行うためのシ
ステムです。会議に参加する各端末から本機にアクセスす
ることで多地点会議が行えます。

接続、初期設定（1 章）
本機の接続、初期設定を行います。

手軽にシステム規模拡張が可能
コンパクトな筐体と、LAN 端子のみのシンプルなインター
フェースのため、手軽にシステム規模を拡張できます。

会議（2 章）
日常のコミュニケーションを行うための基本操作や設定
について説明しています。

最大 16 地点の接続に対応
標準で 4 地点間でのコミュニケーションができるほか、HD
ポート拡張ソフトウェア PCSA-MPE1/MPE2（別売）をイ
ンストールすると、最大 16 地点でのコミュニケーションが
可能になります。

設定（3 章、5 章）
本機を使う環境に応じてさまざまな
設定が可能です。

モバイル端末からの接続にも対応

メンテナンス（4 章）

モバイルアクセスソフトウェア PCSA-MSA1（別売）をイ
ンストールすると、モバイル端末から接続ができます。

本機のソフトウェアアップデートや、ソフトウェア
オプションの追加など必要に応じてメンテナンスを
行います。

ネットワークの状態に応じて最適化できる
QoS（Quality of Service）機能搭載
パケット再送要求機能、最適レート制御機能および前方誤
り訂正機能を搭載。ネットワークの状況に応じてこれらの
機能をハイブリッドに使用し、常に高品質な通信を確保で
きます。

最大 16 画面表示
本機を介して接続を行うことで、各端末上で 16 地点すべて
の映像を同時に表示できるため、各地点の状況をリアルタ
イムで把握できます。

LAN/WAN 同時接続が可能
デュアルネットワーク機能により、LAN/WAN 同時接続が
できるため、異なるネットワークにある端末が同じ会議に
参加できます。

2 つの会議モード
会議開催を制御できる Web コントロールモードと手軽に多
地点会議を開催できるアドホックモードの 2 つの会議モー
ドがあります。
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構成例

本機の構成

基本構成
LAN を介して 4 地点間で会議を行うことができます。

同梱品
本機

HD MCU システム PCS-MCS1
多地点接続 MCU 機能を内蔵しています。
AC アダプター

LAN

本体に電源を供給します。
電源コード（日本、中国のみ）
ビデオ会議端末

専用別売品

接続地点を拡張した構成

HD ポート拡張ソフトウェア PCSA-MPE1/MPE2

HD ポート拡張ソフトウェア PCSA-MPE1 および PCSAMPE2 をインストールすることで、最大 16 地点間接続が可
能です。

本機に HD ポート拡張ソフトウェアをインストールするこ
とで、最大 16 地点での接続が可能です。
• PCSA-MPE1：最大接続地点数が 4 地点から 10 地点に増
加。
• PCSA-MPE2：最大接続地点数が 10 地点から 16 地点に増
加。

◆ ソフトウェアのインストール方法について詳しくは、
「ソフト
ウェアオプションを追加する」（42 ページ）をご覧ください。

ご注意
標準

HD ポート拡張ソフトウェア PCSA-MPE1 をインストール
せずに、PCSA-MPE2 をインストールすることはできませ
ん。必ず先に PCSA-MPE1 をインストールしてください。
モバイルアクセスソフトウェア PCSA-MSA1

本機

本機にインストールすると、モバイル端末から本機への接
続ができます。
ご注意

PCSA-MPE1

モバイル端末の最大接続地点数は、本機にインストールさ
れた HD ポート拡張ソフトウェアの種類によって変わりま
す。
標準（HD ポート拡張ソフトウェアを未インストール）：
4 地点
PCSA-MPE1 をインストール済み：10 地点
PCSA-MPE2 をインストール済み：16 地点

PCSA-MPE2
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モバイル端末に対応した構成

システムの構成

モバイルアクセスソフトウェア PCSA-MSA1 をインストー
ルすることで、モバイル端末からの接続が可能です。
◆ ソフトウェアのインストール方法について詳しくは、「ソフト
ウェアオプションを追加する」
（42 ページ）をご覧ください。

本機と、ビデオ会議端末やコンピューターを組み合わせる
ことで、さまざまなシステムを構成できます。

本機

LAN 接続
Web コントロールモード
LAN

ハブを介して、LAN 内部にある本機、ビデオ会議端末およ
びコンピューターを接続します。
会議を開催する際は、コンピューターから本機にログイン
します。本機にログインしたユーザーは会議をコントロー
ルする権限を持ち、Web ブラウザを使用して本機の操作を
行えます。

ビデオ会議端末
モバイル端末

本機

ハブ

ビデオ会議端末

コンピューター

ご注意
• 本機をネットワークに接続する際は、LAN1 端子を使用
してください。
• コンピューターから本機にログインしているユーザーが
いないときは、Web コントロールモードでの会議はでき
ません。
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直接プロバイダーに接続するには（推奨）

アドホックモード

本機は PPPoE 機能を搭載しているため、ブロードバンド
ルーターを介さずに直接プロバイダーに接続できます。

コンピューターを使用せず、各ビデオ会議端末から直接本
機に接続し、会議を行えます。

本機

本機

LAN2

LAN1

インターネット

ハブ

ハブ

ビデオ会議端末
ビデオ会議端末

コンピューター

ブロードバンドルーターを経由して接続するには

ご注意

インターネットへの接続にブロードバンドルーターを経由
することもできます。
この場合、ルーター側で PPPoE およびポート転送の設定を
行います。

•「管理」画面の「着信」ページで「アドホック」が「入」
に設定されていて、コンピューターから本機にログイン
しているユーザーがいない場合のみ、接続が可能です。
• 会議中にコンピューターから本機にログインされた場合
は、Web コントロールモードに切り替わり、ログインし
たユーザーが会議をコントロールする権限を持ちます。

ご注意
• ポート転送機能の名称はルーターの種類によって異なる
ため、
「ポートマップ」「ポートフォワーディング」など
の名称になっている場合があります。お使いのルーター
の取扱説明書をご確認ください。
• LAN2 側に NAT ルーターをつなぐなど、LAN2 をプライ
ベートアドレスで使用する場合には、LAN1 と異なるク
ラスのプライベートアドレスを設定してください。

インターネットを経由した接続
LAN だけでなく、インターネットを経由して外部の端末と
も接続できます。

LAN2 端子を使用して接続する
インターネットへ接続する際は、ビデオ会議のために専用
のインターネット回線を用意し、LAN2 端子に接続してく
ださい。
LAN2 端子を経由して接続したコンピューターからは、
Web ブラウザを使用して本機の操作を行うことはできませ
ん。

本機

LAN1
ハブ

ビデオ会議端末
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LAN2
ブロードバンド
ルーター

コンピューター

インターネット

LAN1 端子を使用して接続する

電源を入れる / 切る

ビデオ会議専用のインターネット回線がない場合、LAN1
端子を使用してインターネット接続することも可能です。
ただし、セキュリティ上のリスクがあり、注意が必要です。

電源を入れる
本機

1

本機のリアパネルに LAN ケーブル、AC アダプター、電
源コードを接続する。

LAN1
ブロードバンド
ルーター

電源ボタン

インターネット

1
（LAN1）へ
ビデオ会議端末

DC 12V へ
電源
コード

コンピューター

LAN

AC アダプター

ご注意
LAN ケーブルは必ず LAN1 端子に接続してください。
LAN2 端子はインターネットに接続する場合などに使
用します。

2

本機の電源ボタンを押す。
本機フロントパネルの POWER ランプが緑の点滅から
点灯に変わったら起動が完了です。

POWER ランプ

電源を切る
本機の電源ボタンを 2 回続けて押してください。終了処理
中は POWER ランプがオレンジで点滅し、終了すると消灯
します。
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スタートボタンをクリックし、表示されたメニューから
「コントロールパネル」を選択します。

初期設定を行う

Windows 8.1/Windows 10 の場合は
キーボードの「Windows」キーと「x」キーを同時に押し、
表示されたメニューから「コントロールパネル」を選択し
ます。

推奨動作環境
OS
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10
Web ブラウザ
Internet Explorer 11

コンピューターの設定
本機の初期設定は、コンピューターの Web ブラウザから操
作を行います。
初期設定に使用するコンピューターの接続状態や設定を確
認してください。
• コンピューターと本機を同一のネットワーク上に有線接
続する。
• コンピューターでプロキシの設定をしている場合は、イ
ンターネットオプションの設定を確認、変更する。

コンピューターと本機を同一のネットワー
ク上に有線接続するには
Windows 7 の場合を例に説明します。

ご注意

1 「コントロールパネル」を開き、「ネットワークと共有

• コンピューターの設定を変更するには、コンピューター
の管理者権限が必要です。
• コンピューターの設定を変更した場合は、初期設定完了
後に元の設定に戻してください。

センター」＞「ローカルエリア接続」の順にクリック
する。
ご注意

コンピューターでコントロールパネルを開
くには

コンピューターに LAN ケーブルが接続されていない場
合は、「ローカルエリア接続」が表示されません。

Windows 7 の場合は

「ローカルエリア接続の状態」ダイアログボックスが表
示されます。
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2 「プロパティ」をクリックする。

4 「次の IP アドレスを使う」を選択し、IP アドレスとサブ
ネットマスクを設定したら「OK」をクリックする。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボック
スが表示されます。

IP アドレスは「192.168.0.XXX」に設定します。
「XXX」には、1 〜 99 および 101 〜 254 のうち任意の
数字を入力してください。
サブネットマスクは「255.255.255.0」に設定します。

インターネットオプションの設定を確認す
るには
Windows 7 の場合を例に説明します。

1 「コントロールパネル」を開き、「インターネットオプ
ション」をクリックする。
「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスが
表示されます。

3 「インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4)」
を選択し、「プロパティ」をクリックする。
「インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）
のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2

「接続」タブをクリックし、「LAN の設定」をクリッ
クする。
「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」ダイア
ログボックスが表示されます。

ご注意
本機の初期設定完了後は、元の使用環境に戻す必要が
あります。「インターネットプロトコルバージョン 4
（TCP/IPv4）のプロパティ」の設定を書き留めておい
てください。
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3 「自動構成スクリプトを使用する」「LAN にプロキシ

3 「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認

サーバーを使用する」にチェックが入っている場合は、
チェックを外してから「OK」をクリックする。

（https:）を必要とする」のチェックを外し、
「この
Web サイトをゾーンに追加する」に「http://
192.168.0.100」と入力したら、「追加」をクリックする。

JavaScript の設定を確認するには
ご注意

Windows 7 で Internet Explorer 11 を使用している場合を
例に説明します。

初期設定を行い、IP アドレスを変更した場合は、変更
後の IP アドレスも追加してください。

1 「コントロールパネル」を開き、「インターネットオプ

4 「Web サイト」欄に「http://192.168.0.100」と表示され

ション」をクリックする。

ていることを確認し、「閉じる」をクリックする。

「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスが
表示されます。

5 「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスに
戻り、「レベルのカスタマイズ」をクリックする。
「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」ダイアログ
ボックスが表示されます。

2 「セキュリティ」タブをクリックし、「信頼済みサイ
ト」、「サイト」の順にクリックする。
「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスが
表示されます。

6

リストを下にスクロールして「アクティブスクリプト」
および「ファイルのダウンロード」を「有効にする」
に変更し、「OK」をクリックする。
「このゾーンの設定を変更しますか？」と表示された場
合は「はい」（または「はい」→「適用」）をクリック
してください。

7 「インターネットのプロパティ」ダイアログボックスに
戻り、「閉じる」をクリックする。
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3

初期設定ウィザード

本機にアクセスしたコンピューターの設定日時が表示
されます。
「次へ」をクリックすると、表示されている日時が本機
に設定されます。
違う日時を設定する場合は、「手動で変更」をクリック
して日時を変更してください。
「手動で変更」をクリック後に、手動設定を中止してコ
ンピューターの設定日時に合わせる場合は、「PC の時
刻に合わせる」をクリックしてください。

初期設定ウィザードに従って、以下の設定を行います。
• 時刻
• ネットワーク
• 管理者パスワード

1

コンピューターの Web ブラウザを起動し、アドレス欄
に本機の IP アドレスを入力する。
工場出荷時の IP アドレスは、
「192.168.0.100」です。

2

時刻設定を行う。

表示されたダイアログボックスにユーザー名とパス
ワードを入力し、「OK」をクリックする。

ご注意
タイムゾーンはグリニッジ標準時で設定されます。タ
イムゾーンを変更する場合は、初期設定完了後にコン
ピューターから本機にログインし、設定を変更してく
ださい。
ユーザー名および工場出荷時のパスワードは以下の通
りです。
ユーザー名：sonypcs
パスワード：sonypcs

4

ネットワーク設定を行う。
各項目を設定し、「次へ」をクリックしてください。
DHCP モード

ご注意

DHCP で使用する場合は、
「DHCP モード」を「入」に
してください。

パスワードは以降の初期設定ウィザードの手順で変更
してください。ユーザー名は変更できません。

IP アドレス
工場出荷時は固定 IP アドレス（192.168.0.100）が設定
されています。必要に応じて変更してください。

初めてコンピューターから本機にアクセスしたときは、
初期設定ウィザードが表示されます。

ネットワークマスク
工場出荷時は「255.255.255.0」に設定されています。使
用する環境に合わせて、任意のネットワークマスクを
設定してください。
ゲートウェイアドレス
工場出荷時は「192.168.0.254」に設定されています。使
用する環境に合わせて、任意のゲートウェイアドレス
を設定してください。
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ご注意
「DHCP モード」で「入」を選択すると、本機を再起動
するたびに IP アドレスが変わる可能性があります。そ
のため、本機にアクセスするために IP アドレスを調べ
る必要があります。
◆ 本機の IP アドレスの調べかたについて詳しくは、「本機の
設定を確認する」（43 ページ）をご覧ください。

以上で初期設定が完了です。
ご注意

5

• 設定したパスワードは、次回以降のログインの際に
必要になります。忘れないようにしてください。
• パスワードがわからなくなってしまったときは、お
買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡く
ださい。この場合、本機を初期化することになるた
め、本機に保存されたアドレス帳や履歴、各種設定
データは失われます。

管理者パスワード設定を行う。
本機の設定および発着信のコントロールなど、すべて
の操作が可能な管理者ユーザー（sonypcs）のパスワー
ドを設定します。
工場出荷時のパスワードから任意のパスワードに変更
し、「完了して再起動」をクリックしてください。
パスワードは 39 文字以内の半角英数字と記号で登録し
ます。

ソフトウェア使用許諾契約の同意
初期設定完了後、最初に本機にログインした際には、ソフ
トウェア使用許諾契約の同意画面が表示されます。
一度同意すると、次回以降ログインする際には、表示され
ません。

ヒント
管理者パスワードは設定メニューで後から変更するこ
ともできます。

ご注意
ソフトウェア使用許諾契約に同意するまでは、本機の使用
はできません。

◆ パスワードの変更について詳しくは、「
「パスワード」ペー
ジ」（34 ページ）をご覧ください。

1

設定した IP アドレスを Web ブラウザのアドレス欄に入
力する。

ご注意
初期設定の際に「DHCP モード」で「入」を選択して
いると、本機を再起動するたびに IP アドレスが変わる
可能性があります。そのため、本機にアクセスするた
めに IP アドレスを調べる必要があります。
本機の再起動が行われ、1 分程度で完了します。本機
の POWER ランプがオレンジで点灯したことを確認し
てください。

◆ 本機の IP アドレスの調べかたについて詳しくは、「本機の
設定を確認する」
（43 ページ）をご覧ください。

ダイアログボックスが表示されます。
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基本操作
ユーザーの種類
本機にコンピューターからログインするにはユーザー名と
パスワードが必要です。
ユーザー名は 2 種類あり、それぞれ権限が異なります。

2

管理者ユーザー

管理者ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をク
リックする。

ユーザー名は「sonypcs」です。
本機の設定および発着信のコントロールなど、すべての操
作が可能です。
パスワードは初期設定ウィザードで設定したものを使用し
ます。

ユーザー名は「sonypcs」
、パスワードは初期設定時に
設定したものを入力してください。
「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。

ヒント
パスワードはログイン後に設定メニューで変更することも
できます。
◆ パスワードの変更について詳しくは、
「「パスワード」ページ」
（34 ページ）をご覧ください。

Web アクセスユーザー
ユーザー名は「pcsuser」です。
本機の設定は行えませんが、発着信のコントロールなど会
議中の操作が可能です。
Web アクセスユーザーとしてログインするためのパスワー
ドは、あらかじめ管理者ユーザーが「管理」画面で設定し
ておく必要があります。

3 「同意する」をクリックする。
本機へのログインが完了し、web コントロール画面が
表示されます。

◆ Web アクセスユーザーのためのパスワードの設定について詳し
くは、「
「パスワード」ページ」（34 ページ）をご覧ください。

コンピューターから本機にログインす
る
ご注意
ご注意

複数のユーザーが同時に本機にログインすることはできま
せん。ログイン操作を行った際に既にログインしている
ユーザーがいる場合は、メッセージが表示され、ログイン
ができません。

ソフトウェア使用許諾に同意しない場合は、本機の電
源が切れます。

1

Web ブラウザのアドレス欄に本機に設定されている IP
アドレスを入力する。
例：http://xxx.xxx.xxx.xxx/
（xxx.xxx.xxx.xxx は IPv4 アドレスを示す）
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ご注意

1

• ネットワークセグメント外部のProxyが設定されてい
るときは、本機の LAN 設定のゲートウェイアドレス
を指定する必要があります。もしくは、Web ブラウ
ザの Proxy 設定で NoProxy に指定してください。
• 使用する環境によってはコンピューターから本機に
アクセスできないことがあります。その場合は、
ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2

2

3

4

5

1 「ホーム」ボタン
クリックすると「ホーム」画面が表示されます。
コンピューターから本機にログインした際、最初に表
示されるページです。IP アドレスを入力して端末に発
信したり、接続済みの端末との通信を切断できます。

表示されたダイアログボックスにユーザー名とパス
ワードを入力し、「OK」をクリックする。

◆「ホーム」画面に表示される内容について詳しくは、
「
「ホーム」画面」（17 ページ）をご覧ください。

本機へのログインが完了すると、Web コントロール権
を取得でき、Web ブラウザに表示された Web コント
ロール画面から会議をコントロールしたり、設定を変
更したりできます。

2 「アドレス帳」ボタン
クリックすると「アドレス帳」画面が表示されます。
登録済みの連絡先に発信したり、連絡先の追加や編集
ができます。

ご注意
• 初回ログイン時には管理者ユーザー（sonypcs）とし
てログインしてください。
• 初期設定を行ってから初めてログインした際は、ソ
フトウェア使用許諾契約の同意画面が表示されるの
で、「同意する」をクリックしてください。使用許諾
に同意しない場合は本機の電源が切れます。
◆ アドレス帳について詳しくは、
「アドレス帳に連絡先を登
録する」（23 ページ）をご覧ください。

Web コントロール画面の見かた

3 「履歴」ボタン
クリックすると「履歴」画面が表示されます。
発信、着信、不在着信、および不明着信のそれぞれの
履歴を確認できます。

コンピューターから本機にログインすると、Web コント
ロール画面が表示されます。
ご注意
• Web コントロール画面では、キーボードの「F5」キーや
Web ブラウザの「戻る」ボタンを使用しないでくださ
い。
• Web ブラウザのエンコード設定によっては、Web コント
ロール画面が適切に表示されないことがあります。その
場合は、エンコード設定を UTF-8 または Shift JIS に変更
してください。

◆ 履歴について詳しくは、
「履歴から端末を呼び出す」（20
ページ）をご覧ください。

4 「管理」ボタン
「管理」画面では画面左側に設定メニューが一覧表示さ
れ、各設定メニューをクリックすると設定内容の確認
および変更ができます。
Web コントロール画面には、各種操作ボタンが表示され、
本機の設定を変更したり、会議を行ったりできます。
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「ホーム」画面

ご注意
Web アクセスユーザー（pcsuser）でログインしている
場合、「管理」ボタンはクリックできません。設定内容
の確認および変更を行う場合は、管理者ユーザー
（sonypcs）でログインし直してください。

3

1 2

567

8

4

9 0

ご注意
「ホーム」画面に表示される端末情報の数は、本機の最大接
続地点数と同じです。標準では 4 地点分、HD ポート拡張
ソフトウェア PCSA-MPE1 がインストールされている場合
は 10 地点分、PCSA-MPE2 がインストールされている場合
は 16 地点分となります。

◆「管理」画面の各メニューについて詳しくは、「設定メ
ニュー」（28 ページ）をご覧ください。

5 「情報」ボタン
クリックすると「情報」画面が表示されます。
本機や接続端末の情報、通信モードの状態を確認でき
ます。また、ネットワーク導通確認が行えます。

1 「全接続」ボタン
連絡先を入力したすべての端末との接続処理を開始し
ます。
2 「全切断」ボタン
接続済みのすべての端末との接続を切断します。
「全消去」に変わる場合があります。
◆ 詳しくは、「接続を終了する」（23 ページ）をご覧くださ
い。

3 通信ビットレート
1 地点当たりの通信帯域を選択します。
4 「レイアウト」ボタン
「レイアウト」画面を表示します。
「レイアウト」画面では、会議中に各接続端末のモニ
ター画面に表示させる内容を設定します。
◆「レイアウト」画面について詳しくは、
「「レイアウト」画
面について」（27 ページ）をご覧ください。

◆ 情報について詳しくは、「機器の情報を表示する」
（35 ペー
ジ）をご覧ください。

5 「更新」ボタン
「ホーム」画面の表示内容を最新の状態に更新します。
6 端末番号
端末に割り振られる番号です。
7 通信ステータスバー
端末と接続中、緑に点灯します。
8 連絡先入力欄
端末の連絡先を入力します。
9 「接続」ボタン
ボタン左の入力欄に連絡先が入力されている場合、そ
の端末と接続します。
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0 「切断」ボタン
接続済み端末との接続を個別に切断します。
「消去」に変わる場合があります。
◆ 詳しくは、「接続を終了する」（23 ページ）をご覧くださ
い。
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アドホックモードで会議を行う

2 章 接続

アドホックモードでは、コンピューターから本機にログイ
ンせず、各端末から直接本機に接続して会議ができます。
アドホックモードでの会議は、「管理」画面の「着信」ペー
ジで「アドホック」が「入」に設定されていて、コン
ピューターから本機にログインしているユーザーがいない
場合のみ行えます。

会議を始める
ご注意

ご注意

会議中は本機に USB メモリーを抜き差ししないでくださ
い。

アドホックモードでは、着信を受けると本機の最大接続数
まで自動的に接続されます。誰でも会議に参加できるため、
セキュリティに充分配慮してください。

Web コントロールモードで会議を行
う

1

アドホックモードで会議を行うには
本機の電源が入った状態で、端末から本機への発信操作を
行ってください。
本機は最大接続数に達するまで自動的に着信を受け付けて、
端末と接続します。

コンピューターから本機にログインし、Web コント
ロール権を取得する。
◆ 本機へのログイン方法について詳しくは、「コンピュー
ターから本機にログインする」（15 ページ）をご覧くださ
い。

2

アドホックモードの会議から退席するには
退席したいユーザーが、使用している端末側で本機との接
続を切断する操作を行います。

Web コントロール画面で、会議に参加させたい端末に
向けて発信操作を行う、または端末からの着信を受け
付ける。

Web コントロールモードでの会議に切り替えるには
アドホックモードでの会議中にコンピューターから本機に
ログインすると、Web コントロールモードでの会議に切り
替わります。

◆ 発信のしかたについて詳しくは「本機から端末を呼び出
す」（20 ページ）をご覧ください。
◆ 着信時の操作について詳しくは「端末からの着信を受け
る」（22 ページ）をご覧ください。

◆ 本機へのログイン方法について詳しくは、「コンピューターから
本機にログインする」（15 ページ）をご覧ください。

各参加者の端末が接続されたら、会議を行います。
ご注意
いったん Web コントロールモードでの会議に切り替わる
と、その後 Web コントロール権取得者が本機からログアウ
トした場合でも、接続している端末がある限り Web コント
ロールモードでの会議を継続します。

ご注意
• Web コントロール中に Web ブラウザを閉じてしまっ
たり、いったん本機からログアウトした場合でも、
接続している端末がある限り Web コントロールモー
ドでの会議が続きます。ただし、「自動着信」が
「切」になっている場合は、端末からの着信を受けて
会議に途中から参加させることができなくなるので、
再度ログインしてください。
• ログイン後、30 分間操作を行わない状態が続くと、
自動でログアウトします。
会議の途中で参加者を増やすには
会議中も Web コントロール権取得者は発着信を管理しま
す。
接続地点数の上限に達していなければ、Web コントロール
画面で発信操作を行うか、端末からの着信を受け付けるこ
とで会議の参加者を増やすことができます。
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ヒント

本機から端末を呼び出す

接続できなかった端末がある場合は、入力欄右側の「接続」
をクリックすることで再度接続を試みることができます。
また、空いている入力欄に連絡先を入力して「接続」をク
リックすることにより、開催中の会議に端末を追加で参加
させることができます。

本機から端末を呼び出すときは、本機にログインしたコン
ピューターから呼び出したい端末にダイヤルします。
本機から端末を呼び出す方法は以下のとおりです。
• 接続したい連絡先を直接入力して呼び出す（20 ページ）
• 通信履歴から端末を呼び出す（20 ページ）
• アドレス帳に登録している端末を呼び出す（21 ページ）

履歴から端末を呼び出す

1

接続したい連絡先を直接入力して呼び
出す

1

Web コントロール画面で「履歴」ボタンを押す。
「履歴」画面が表示されます。

Web コントロール画面で「ホーム」ボタンを押す。
「ホーム」画面が表示されます。

2
2

画面左側の「発信」、「着信」、「不在着信」のいずれか
をクリックする。
選んだ履歴が表示されます。

通信ビットレートを選択し、入力欄に呼び出したい端
末の連絡先を入力したら、入力欄右側の「接続」をク
リックする。

ご注意
画面左側には「不明着信」も表示されますが、「不明着
信」ページで端末を呼び出すことはできません。不明
着信拒否機能により着信拒否した履歴の確認のみ行え
ます。

発信が行われ、接続処理が終わると接続結果が表示さ
れます。
接続した端末は、入力欄左側にある通信ステータス
バーが緑で点灯します。

3

呼び出したい連絡先情報の右側にある「接続」をク
リックする。
発信が行われ、接続処理が終わると「ホーム」画面が
表示されます。
接続した端末は、入力欄左側にある通信ステータス
バーが緑で点灯します。

複数の端末を同時に呼び出すには
Web コントロール画面の各入力欄に呼び出したい端末の数
だけ連絡先を入力し、「全接続」をクリックします。
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履歴を削除するには

ご注意

各履歴の連絡先情報の右側にある「削除」をクリックしま
す。

「OK」の左側に、XX / YY という数字が表示されま
す。
XX は、既に接続している地点数とチェックを入れて
接続しようとしている地点数の合計を示します。
YY は、本機で同時に接続できる地点数を示します。
XX が YY より多い場合は、
「OK」をクリックできま
せん。チェックを入れる連絡先を減らしてください。

アドレス帳に登録している端末を呼び
出す
◆ アドレス帳への登録のしかたは、「アドレス帳に連絡先を登録す
る」
（23 ページ）をご覧ください。

1

発信が行われ、接続処理が終わると、「ホーム」画面が
表示されます。
接続した端末は、入力欄左側にある通信ステータス
バーが緑で点灯します。

Web コントロール画面で「アドレス帳」ボタンを押す。
「アドレス帳」画面が表示されます。

2

アドレス帳の中身を確認して発信するには
呼び出したい連絡先にチェックを入れ、「確認」をク
リックする。
チェックを入れた連絡先が一覧で表示されます。
連絡先にグループが含まれている場合は、各グループ
内の連絡先がすべて表示されます。

アドレス帳の中身を確認せずに発信するには
呼び出したい連絡先にチェックを入れ、「接続」をク
リックする。
この場合は、次の手順３はありません。

3

接続する連絡先を確認して、「OK」をクリックする。
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3 「許可する Web サイトのアドレス」に「http://

端末からの着信を受ける

xxx.xxx.xxx.xxx（本機に設定した IP アドレス）
」を入
力し、「追加」をクリックする。

4 「許可されたサイト」欄に「xxx.xxx.xxx.xxx（本機に設
端末から呼び出しを受けたとき（着信）、手動着信に設定し
てあるか、自動着信に設定してあるかによって、操作の方
法が異なります。

定された IP アドレス）」が表示されていることを確認
し、「閉じる」をクリックする。

自動着信
ご注意
お買い上げ時には、手動着信に設定されています。

端末からの呼び出しを受けると、自動的に接続します。
操作をする手間が省けますが、準備ができていないときで
も自動的に接続されてしまいます。

呼び出しの受け方（手動着信 / 自動着
信）

ヒント
自動着信による接続後の状態は「ホーム」画面で確認でき
ます。

手動着信
接続してよいか確認をしてから端末と接続することができ
ます。
端末から呼び出しを受けると、確認のダイアログボックス
が表示され、「着信があります。応答しますか ?」という
メッセージが表示されます。
「OK」をクリックすると接続が始まります。
「キャンセル」をクリックすると接続されません。

ご注意
• 本機の電源が入っていないと、着信できません。
•「ホーム」画面を表示中に自動着信によって接続したとき
に接続状態を確認する場合は、
「更新」ボタンを押してく
ださい。
◆ 着信方法の設定については、「自動着信」（29 ページ）をご覧く
ださい。

確認のダイアログボックスが表示されないときには
Web ブラウザのポップアップブロック設定が有効になって
いると、着信確認のダイアログボックスが表示されないこ
とがあります。その場合はポップアップを許可する設定に
変更してください。
Internet Explorer 11 の場合を例に説明します。

1 「ツール」＞「インターネットオプション」の順にク
リックする。
「インターネットオプション」ダイアログボックスが表
示されます。

2 「プライバシー」タブを表示し、「ポップアップブロッ
ク」の「設定」をクリックする。
「ポップアップブロックの設定」ダイアログボックスが
表示されます。
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接続を終了する

アドレス帳に連絡先を登
録する

「ホーム」画面で、切断したい端末の連絡先入力欄の右側に
ある「切断」をクリックしてください。
選択した端末との接続が切れます。
接続が切れた端末の連絡先入力欄に連絡先が残っていた場
合、右側の「切断」は「消去」に変わります。
「消去」をクリックすると、連絡先入力欄の連絡先は消去さ
れます。

アドレス帳に連絡先を登録しておくと、簡単に接続するこ
とができます。本機のアドレス帳には 1000 件まで連絡先を
登録できます。複数の連絡先をまとめて、グループとして
登録することもできます。
ご注意

すべての端末との接続を終了したい場合は

アドレス帳に複数の連絡先を同じ名前で登録することはで
きません。

「ホーム」画面で「全切断」をクリックしてください。
接続が切れたすべての端末のいずれかの連絡先入力欄に連
絡先が残っていた場合、「全切断」は「全消去」に変わりま
す。
「全消去」をクリックすると、すべての連絡先入力欄の連絡
先は消去されます。

新しい連絡先を登録する

1

Web コントロール画面で「アドレス帳」ボタンを押す。
「アドレス帳」画面が表示されます。

2 「新規」をクリックする。
アドレス帳登録画面が表示されます。

3

各項目を設定する。
名前
連絡先の名前を入力します。
半角 30 文字以内のカナ、英数字、記号で入力できま
す。
使用回線数
登録する連絡先の数を選びます。
単独の連絡先を登録するときは「1」、複数の連絡先を
まとめてグループ登録するときはグループに登録した
い連絡先の数にします。

23

接続先

外部から本機にアクセス
する

連絡先の IP アドレスを入力します。
入力欄の数は「使用回線数」の設定によって変わりま
す。グループ登録するときは、各入力欄に登録したい
連絡先の IP アドレスを 1 つずつ入力します。
通信ビットレート

本機は下記のような外部アクセスが可能です。いずれの場
合も、詳しい内容についてはお買い上げ店にご相談くださ
い。

1 地点あたりの通信ビットレートを入力します。
ご注意

ご注意

複数のアドレス帳を選択して発信する場合は、一番低
い通信ビットレートが選択されます。

外部アクセスをご使用になる場合、使用環境によっては
ネットワーク上の意図せぬ第三者からアクセスされる可能
性があります。

4 「保存」をクリックする。
「アドレス帳」画面が表示され、登録した内容によって
「グループ」または「個人」に連絡先が追加されます。

Telnet を使用する
Telnet により、本機にアクセスして本機を操作したり本機
の設定を変更することができます。
Telnet から本機にアクセスするには、「管理」画面の「ア
クセス許可」ページで「Telnet アクセス」を「許可」に設
定してください（34 ページ）。

SSH を使用する
アドレス帳を編集する

SSH により、本機にアクセスして本機を操作したり本機の
設定を変更することができます。
SSH から本機にアクセスするには、「管理」画面の「アク
セス許可」ページで「SSH アクセス」を「許可」に設定し
てください（34 ページ）。

1 「アドレス帳」画面で、編集したい連絡先の右側にある
「編集」をクリックする。
アドレス帳編集画面が表示されます。

2

各項目を編集し、「保存」をクリックする。
登録内容の編集が完了し、「アドレス帳」画面に戻りま
す。

登録した連絡先を削除する

1 「アドレス帳」画面で、削除したい連絡先の右側にある
「編集」をクリックする。
アドレス帳編集画面が表示されます。

2 「削除」をクリックする。
連絡先が削除され、「アドレス帳」画面に戻ります。
「キャンセル」をクリックした場合は、連絡先を削除せ
ずに「アドレス帳」画面に戻ります。
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それぞれの映像表示枠には、会議に参加している各端末の
映像が接続された順番に表示されます。接続端末数が分割
画面数より少ない場合は、未接続分の分割画面にはなにも
表示されません。

会議時の端末の画面表示
について

ヒント
•「画面分割」を「1 地点固定」、「6 分割固定」、「10 分割固
定」、「13 分割固定」のいずれかに設定している場合、サ
イズの大きな分割画面に表示する端末を会議中に指定で
きます。
•「画面分割」を「6 分割固定 + 音声検出」、
「10 分割固定 +
音声検出」、「13 分割固定 + 音声検出」のいずれかに設定
している場合、サイズの大きな分割画面に、音声検出さ
れた端末が表示されます。

放送モードの種類
本機を介して多地点会議を行う際、本機の設定によって各
端末のモニター画面に表示される内容が変わります。
放送モードには「分割画面」モード、
「音声検出」モードが
あります。また、「分割画面」モードの場合は、さらに分割
表示方法を設定できます。
放送モードの設定、および「分割画面」モード時の分割表
示方法の設定は、通信を始める前に「管理」画面の「多地
点」ページ、または「レイアウト」画面で行います。

◆ 詳しくは、
「会議中のレイアウト設定」（27 ページ）をご覧くだ
さい。

◆「レイアウト」画面について詳しくは、
「「レイアウト」画面につ
いて」（27 ページ）をご覧ください。

「分割画面」モード
接続している端末の映像が、端末のモニター画面に分割さ
れて表示されます。
「管理」画面の「多地点」ページにある「画面分割」の設定
によって、表示のされ方が変わります。
• 1 地点固定：接続端末数に関わらず、常に 1 地点を全画面
表示
• 3 分割固定：接続端末数に関わらず常に 3 分割
• 4 分割固定：接続端末数に関わらず常に 4 分割
• 6 分割固定：接続端末数に関わらず常に 6 分割
• 6 分割固定 + 音声検出：接続端末数に関わらず常に 6 分割 、
大きな分割画面に、音声検出された端末の映像を表示
• 9 分割固定：接続端末数に関わらず常に 9 分割
• 10 分割固定：接続端末数に関わらず常に 10 分割
• 10 分割固定 + 音声検出：接続端末数に関わらず常に 10 分
割 、左右のいずれか大きな分割画面に、音声検出された
端末の映像を表示
• 13 分割固定：接続端末数に関わらず常に 13 分割
• 13 分割固定 + 音声検出：接続端末数に関わらず常に 13 分
割、大きな分割画面に、音声検出された端末の映像を表
示
• 16 分割固定：接続端末数に関わらず常に 16 分割
• 自動分割：接続端末数により分割方式が変わる
−接続端末数が 1 の場合：全画面表示
−接続端末数が 2 または 3 の場合：3 分割
−接続端末数が 4 の場合：4 分割
−接続端末数が 5 または 6 の場合：6 分割
−接続端末数が 7 〜 9 の場合：9 分割
−接続端末数が 10 の場合：10 分割
−接続端末数が 11 〜 13 の場合：13 分割
−接続端末数が 14 〜 16 の場合：16 分割
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一例として「自動分割」選択時の端末番号ごとの映像表示
位置を示します。「画面分割」を他の設定にしていたり、会
議の途中で端末が接続または切断されたりすると、端末の
表示位置はこの例とは異なる場合があります。

10 分割

端末 10

端末 9

3 分割

端末 1

端末 1

端末 2

端末 3

端末 4

端末 5

端末 6

端末 7

端末 8

端末 2

端末 3

端末 4

端末 2

端末 3

13 分割
端末 1

4 分割

端末 5
端末 1

端末 2

端末 6
端末 13
端末 8

端末 7
端末 3

6 分割
端末 1

端末 10

端末 11

端末 12

端末 1

端末 2

端末 3

端末 4

端末 5

端末 6

端末 7

端末 8

端末 9

端末 10

端末 11

端末 12

端末 13

端末 14

端末 15

端末 16

端末 9

端末 4

16 分割
端末 2

端末 3

端末 4
端末 6
端末 5

9 分割
端末 1

端末 2

端末 3

端末 4

端末 5

端末 6

端末 7

端末 8

端末 9

ご注意
•「分割画面」モードでは他の端末のカメラをコントロール
することはできません。
• 接続先の端末が端末名表示機能をサポートしていない場
合や、端末名表示機能を使用できる接続数の上限を超え
ている場合は、その接続先の端末名は表示できません。
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ている場合、サイズの大きな分割画面に、音声検出された
端末が表示されます。
選択（1 地点固定 /6 分割 /13 分割）
「画面分割」を「1 地点固定」、「6 分割固定」、「13 分割固
定」のいずれかに設定している場合に設定できます。
大きな分割画面に、選択した番号の端末の映像が固定表示
されます。

「音声検出」モード
音声が一番大きい端末を検出し、その端末の映像を他のす
べての端末に全画面で表示します。
ご注意
音声検出モード時に、H.264、1080p（1920 × 1080 画素）
で端末から映像を送信させたい場合は、
「管理」画面の「多
地点」ページにある「放送モード」で「音声検出
（1080P）」を選択してください。ただし、「音声検出
（1080P）」は、H.264 映像方式に対応していない端末とは接
続できません。

• 1 地点固定

選択した端末の映像を表示

「レイアウト」画面について
「レイアウト」画面では、会議時に接続端末のモニター画面
に表示させる内容を設定できます。
「レイアウト」画面には会議を始める前に設定しておく項目
と、会議中に設定する項目があります。

• 6 分割固定

固定表示

• 13 分割固定

会議を始める前のレイアウト設定
固定表示

会議を始める前に「放送モード」
、「画面分割」を設定でき
ます。
「放送モード」および「画面分割」は「管理」画面の「多地
点」ページと共通の内容です。
◆「放送モード」および「画面分割」の設定内容について詳しくは
「
「多地点」ページ」（29 ページ）をご覧ください。

選択（10 分割：左）、選択（10 分割：右）
「画面分割」を「10 分割固定」に設定している場合に設定
できます。
左右の大きな分割画面に、それぞれ選択した番号の端末の
映像が固定表示されます。

ご注意
「レイアウト」画面で設定した内容は一度会議が終了すると
リセットされ、「管理」画面の「多地点」ページの設定内容
に戻ります。

固定表示
（左）

会議中のレイアウト設定
「放送モード」を「分割画面」
、「画面分割」を「1 地点固
定」、「6 分割固定」、「10 分割固定」、「13 分割固定」のいず
れかに設定している場合は、サイズの大きな分割画面に表
示する端末を会議中に設定できます。
「画面分割」を「6 分割固定 + 音声検出」、「10 分割固定 +
音声検出」、「13 分割固定 + 音声検出」のいずれかに設定し

27

固定表示
（右）

\

3 章 設定 − 管理者用

設定メニュー
ご注意
会議中は本機の設定を変更できません。
画面右側に選んだページの項目が表示されます。

3

設定メニューの表示と項目の設定

1

コンピューターで本機の Web コントロール画面を表示
し、「管理」ボタンをクリックする。

4

設定したい項目のリストまたは入力欄をクリックし、
設定を行う。
ページ内の設定が終わったら「保存」をクリックする。
設定した内容が保存されます。

ご注意

設定を中止するには

Web アクセスユーザー（pcsuser）でログインしている
場合、「管理」ボタンはクリックできません。設定内容
の確認および変更を行う場合は、管理者ユーザー
（sonypcs）でログインし直してください。

「保存」をクリックせず、別のページに移動してください。

設定メニューのページと項目

「管理」画面が表示され、左側には各設定メニューが一
覧表示されます。

「通信回線」ページ
LAN2 を使用する
リアパネルの
びます。

2（LAN2）端子を使用するかどうかを選

ご注意
•「LAN2 を使用する」を「入」に設定した後は、一旦 Web
コントロール画面を閉じて、再度ログインし直してくだ
さい。
•
2（LAN2）を使用する際は、本機の機能が一部制限
されます。
◆ 詳しくは、「LAN2 使用時の制限」（37 ページ）をご覧くださ
い。

◆ 各設定メニューの構成および項目一覧は、
「メニューの構
成」（57 ページ）をご覧ください。

2

「発信」ページ

画面左側の一覧から表示したいページをクリックする。

LAN プリフィックス選択
発信時に LAN プリフィックスを有効にするか無効にする
かを選びます。
有効にした場合、「LAN プリフィックス」に入力した内容
が IP アドレスの前に付加されます。
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画面分割

「着信」ページ

「放送モード」が「分割画面」の場合、各端末のモニター画
面には、接続端末の映像が分割表示されます。このときの
分割する方法を選びます。
「自動分割」を選択すると、接続している端末数によって画
面の表示が変わります。
接続端末数が 2 〜 3 のときは 3 分割、4 のときは 4 分割、5
または 6 のときは 6 分割、7 〜 9 のときは 9 分割、10 のと
きは 10 分割、11 〜 13 のときは 13 分割、14 〜 16 のときは
16 分割で表示します。

アドホック
コンピューターから本機にログインしているユーザーがお
らず、会議もしていない状態のときに、端末からの呼び出
しに応じるかどうかを選びます。
「入」を選択すると、コン
ピューターから本機にログインすることなく、端末から直
接本機に接続して会議を行うことができるようになります。
ご注意
「アドホック」を「入」にした後は Web コントロール画面
を閉じてください。設定が反映されるまで約 1 分掛かりま
す。

ご注意
接続している端末数が 1 の場合は、設定に関わらず、全画
面表示になります。

自動着信
音声検出枠

自動着信するかどうかを選びます。
入：呼び出しを受けると、自動的に接続します。
切：呼び出しを受けると「応答しますか？」というメッ
セージが表示され、「OK」を選ぶと接続します。

会議中、各端末のモニター画面に表示される映像のうち、
音声を検出した地点の映像に枠を付けるかどうかを選択し
ます。

「通信モード

通信中の着信拒否
通信中に他の端末からの呼び出しを受けたときに、接続を
拒否するかどうかを選びます。

IP」ページ

ご注意
通信モード設定の項目は、「通信回線」ページの回線イン
ターフェースの設定や、「通信モード IP」ページの「送信
／受信 個別設定」の設定によって異なります。設定でき
る項目のみが画面に表示されます。
また、「通信モード IP：モード」ページ以降のページ数
も、設定項目の増減に伴って変化します。

不明着信拒否
アドレス帳に登録されていない端末からの着信を拒否する
かどうかを選びます。
切：着信を拒否しない場合。
LAN1：LAN1 からの着信を拒否する場合。
LAN2：LAN2 からの着信を拒否する場合。
LAN1+LAN2：LAN1 と LAN2 両方からの着信を拒否す
る場合。

送信／受信

個別設定

送信時と受信時の設定を個別にするかどうかを選びます。
「入」を選択すると、送信時と受信時で個別に設定を行えま
す。

「多地点」ページ
放送モード

ご注意

放送モードを選びます。
分割画面：各端末のモニター画面に、会議に参加している
端末の映像を分割表示させる場合。
音声検出：接続中のすべての端末の中で音量の一番大きい
端末を検出し、その端末の映像を他のすべての端末に
全画面表示させる場合。
音声検出（1080P）
：音声検出モード時に、H.264、1080
（1920 × 1080 画素）で端末から映像を送信させる場
合。

この設定に応じて、「通信モード IP：モード」ページの設
定項目とページ数が変わります。

「通信モード

IP：モード」ページ

全使用帯域
システムが使用する全体の帯域を入力します。
64 Kbps 〜 16384 Kbps の範囲で入力できます。
多地点接続時は全地点合計のビットレートになります。

ご注意
ご注意

「音声検出（1080P）
」は、H.264 映像方式に対応していない
端末とは接続できません。

多地点接続時、各地点との実際の通信ビットレートは「全
使用帯域」を超えないように自動調整されます。
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映像方式

通信ビットレート

送受信する映像の圧縮方式を選びます。
「送信／受信 個別設定」を「入」にしてあるときは、送信
／受信のそれぞれに異なった設定ができます。

1 地点あたりの通信ビットレートを入力します。
64 Kbps 〜 16384 Kbps の範囲で入力できます。
「送信／受信 個別設定」を「入」にしてあるときは、送信
／受信のそれぞれに異なった設定ができます。

映像フレーム数
音声方式

1 秒間に送受信する映像のフレーム数を選びます。
「送信／受信 個別設定」を「入」にしてあるときは、送信
／受信のそれぞれに異なった設定ができます。

音声の圧縮方式を選びます。
「送信／受信 個別設定」を「入」にしてあるときは、送信
／受信のそれぞれに異なった設定ができます。
G.711、G.722、G.728、MPEG4（MPEG4 AAC）から複数の
方式を選択できます。

「LAN1/LAN2 基本設定」ページ
◆ 詳しい設定については、ネットワーク担当者などにご相談くだ
さい。

ご注意
本機で選んだ音声方式を端末がサポートしていない場合は、
自動的に G.711 方式に切り換わります。

ご注意
LAN 設定の項目は、「通信回線」ページの「LAN2 を使用
する」の設定や「その他」ページの「インターネットプロ
トコル」の設定によって異なります。
また、「LAN2」ページ以降のページ数は、設定項目の増減
に伴って変化します。

遠隔カメラ制御
接続中の端末同士が互いに相手のカメラを操作できるかど
うかを選びます。
ご注意

ホストネーム

本機でこの設定を「入」にしていても、端末の設定が無効
になっている場合は、その端末では遠隔カメラ制御を使用
できません。

ホスト名を 30 文字以内で入力します。
DHCP モード
DHCP（Dynamic Host Conﬁguration Protocol、動的ホスト
構成プロトコル）を使用するかどうかを設定します。
入：IP アドレスとネットワークマスク、ゲートウェイアド
レス、DNS アドレスを自動的に取得する場合。
切：DHCP を「切」に設定する場合。この場合は、IP アド
レスとネットワークマスク、ゲートウェイアドレス、
DNS アドレスを入力してください。

H.239
H.239 に準拠したプレゼンテーションモードを使用すると、
接続中の端末からカメラ映像とプレゼンテーション用デー
タを同時に送信できます。
H.239 に準拠したプレゼンテーションモードを使用するか
どうかを選びます。

IP アドレス

ご注意

IP アドレスを入力します。

本機でこの設定を「入」にしていても、端末の設定が無効
になっている場合は、その端末ではプレゼンテーションを
使用できません。

ネットワークマスク
ネットワークマスクを入力します。

H.239 レート割合

ゲートウェイアドレス

端末から H.239 プレゼンテーション送信をする際は、カメ
ラ映像と H.239 プレゼンテーションデータで送信に使用す
る帯域幅を分け合っています。この項目では、全帯域幅の
うち、H.239 プレゼンテーションデータの送信に使用する
帯域の割合を選びます。

デフォルトゲートウェイアドレスを入力します。
DNS プライマリ（LAN1 のみ）
DNS（Domain Name System）プライマリサーバーのアド
レスを入力します。

映像サイズ

DNS セカンダリ（LAN1 のみ）

送受信する映像サイズを選択します。
「送信／受信 個別設定」を「入」にしてあるときは、送信
／受信のそれぞれに異なった設定ができます。

DNS セカンダリサーバーのアドレスを入力します。
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LAN モード

「LAN

LAN 接続時のインターフェースのタイプと通信モードを選
びます。

ゲートキーパー」ページ

使用
アクセスをコントロールするゲートキーパーを使用するか
どうかを設定します。ゲートキーパーを使用すると、IP ア
ドレスを使った発信のほかに、ユーザー名やユーザー番号
を使った発信が可能になります。

「LAN PPPoE」ページ
PPPoE
PPPoE を使用して LAN 接続するかどうかを選択します。

ゲートキーパーアドレス
ユーザー名

「ゲートキーパー使用」を「入」にしたときに使用するゲー
トキーパーのアドレスを入力します。

PPPoE を使用して LAN 接続するときのユーザー名を入力
します。

ユーザー名
パスワード

ゲートキーパーに登録するユーザー名（H.323 エイリアス）
を入力します。

PPPoE を使用して LAN 接続するときのパスワードを入力
します。

ユーザー番号
固定 IP

ゲートキーパーに登録するユーザー番号（E.164 ナンバー）
を入力します。

固定 IP アドレスを使用して PPPoE 接続するかどうかを選
択します。

H.460
固定 IP アドレス

H.460 を使用してファイアウォールを越え、別のネット
ワーク上にある端末と接続するかどうかを選びます。

「固定 IP」が「入」のとき、固定 IP アドレスを入力しま
す。

認証
DNS

ゲートキーパーの認証機能を使用するかどうかを選択しま
す。

PPPoE 接続する場合、DNS サーバーを自分で設定するか
自動取得するかを選びます。

ご注意
DNS プライマリ
認証機能を使用しない場合、ゲートキーパーによっては登
録できないことがあります。

DNS プライマリアドレスを入力します。
DNS セカンダリ

ログイン名

DNS セカンダリアドレスを入力します。

「認証」を「入」にした場合に、ゲートキーパーの管理者か
ら指定されたログイン名を入力します。

「LAN NAT 設定」ページ

パスワード

NAT モード

「認証」を「入」にした場合に、ゲートキーパーの管理者か
ら指定されたパスワードを入力します。

LAN 上の複数のコンピューターがひとつの IP アドレスを
共有できる NAT（Network Address Translation）を使用
したローカルネットワークに本機を接続するかどうかを選
びます。
「自動」を選択すると、NAT を使用しているかどうかを判
別して設定を自動で行います。
「自動」は UPnP ルーターを
使用している場合のみ有効です。

「LAN 使用ポート番号、RTP/RTCP 設
定」ページ
Q.931
Q.931 ポート番号を入力します。

WAN IP アドレス
H.245

WAN（Wide Area Network）の IP アドレスを入力します。

H.245 ポート番号を入力します。
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RTP/RTCP

パケット再送要求（ARQ）

RTP/RTCP ポート番号を入力します。

通信中にパケットをロスした場合に、再送要求するかどう
かを選びます。

MTU サイズ
ARQ バッファリング時間

MTU のサイズを入力します。

パケット再送要求（ARQ）に使用するバッファのサイズを
設定します。
「指定値」を選択すると、任意のバッファリング時間を入力
できます。

「LAN SNMP」ページ
SNMP サービス
SNMP（Simple Network Management Protocol）エージェ
ントのサービスを有効にするかどうかを設定します。

ARQ バッファリング時間（指定値）
「ARQ バッファリング時間」で「指定値」を選択したとき、
任意のバッファリング時間（50ms 〜 999ms）を入力しま
す。

トラップ送信先
トラップを送信する SNMP マネージャーのアドレスを入力
します。

前方誤り訂正（FEC）
誤り訂正符号を付けるかどうかを選びます。

コミュニティ名
SNMP マネージャーが管理するコミュニティ名を 24 文字
以内の英数字と記号で入力します。デフォルトでは、
「public」と入力されています。

前方誤り訂正冗長度
前方誤り訂正（FEC）時に使用するパケットの冗長度を設
定します。

機器の説明
音声 2 重送信

デフォルトでは、「Videoconference Device」と入力されて
います。この項目は変更できません。

ネットワークの状況により音声が途切れた場合に、自動的
に音声を二重送信するかどうかを選びます。

設置場所

「QoS

この機器を設置している場所を 30 文字以内の英数字と記号
で入力します。

リオーダー・シェーピング」ページ

リオーダー
管理者名

パケットロスの原因となるリオーダー（パケット着順不正）
を補正するかどうかを選びます。リオーダーを補正すると
なめらかな映像・音声が得られます。

この機器の管理者についての情報を 30 文字以内で入力しま
す。

「QoS

リオーダー・バッファ

基本設定」ページ

リオーダー・バッファを設定します。
最適レート制御（ARC）
LAN の使用帯域を常に最適化するかどうかを選びます。

リオーダー・バッファ値

自動帯域検出

リオーダー・バッファの値を入力します。1 〜 5 の値を指
定できます。

自動帯域検出機能を使用するかどうかを選びます。
シェーピング
IP パケットの転送速度を調整するシェーピングを使用する
かどうかを選びます。

TCP ポート番号
固定で使用する TCP ポート番号を入力します。
UDP ポート番号
固定で使用する UDP ポート番号を入力します。
◆ 使用ポート番号について詳しくは、「PCS-MCS1 使用ポート一
覧」（54 ページ）をご覧ください。
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「TOS」ページ

「一般

機器設定」ページ

TOS 種別

端末名

TOS（Type of Service）Field の設定を行うデータの種類を
選びます。
ビデオ：映像データの TOS Field を設定する場合。
オーディオ：音声データの TOS Field を設定する場合。
データ：カメラコントロール信号などの TOS Field を設定
する場合。
プレゼンテーション：プレゼンテーション用の DVI-I デー
タの TOS Field を設定する場合。

端末に通知する本機の名前を 30 文字以内で入力します。
言語設定 /Language
画面に表示されるメッセージの言語を選びます。以下の言
語が選べます。
日本語 /Japanese、英語 /English、簡体中国語 /Chinese
ご注意
「言語設定 /Language」の設定変更を有効にするには、本機
を再起動してください。

TOS
「TOS 種別」で選択したデータの TOS（Type of Service）
Field の定義方法を選びます。
切：TOS Field の定義をしない場合。
IP Precedence：TOS Field を IP Precedence に定義する
場合。
DSCP：TOS Field を DSCP（Diﬀerentiated Services Code
Point）に定義する場合。
0 〜 63 を入力します。

「一般

日時設定」ページ

NTP
NTP により、サーバーから時刻情報を取得する場合は
「入」にします。
プライマリー NTP サーバー

IP Precedence 値（0 〜 7）を入力します。

時刻情報を取得するプライマリー NTP サーバーのアドレ
スを入力します。

遅延

セカンダリー NTP サーバー

TOS Field の Low Delay のビットを指定するかどうかを選
択します。

時刻情報を取得するセカンダリー NTP サーバーのアドレ
スを入力します。

スループット

タイムゾーン

TOS Field の High Throughput のビットを指定するかどう
かを選択します。

システムを使用する国／地域を選びます。

信頼性

モニター画面に表示する日時表示の形式を選びます。

TOS Field の Reliability のビットを指定するかどうかを選
択します。

年月日

Precedence

日時表示形式

現在の年月日を入力します。
コスト
時間

TOS Field の Minimum Cost のビットを指定するかどうか
を選択します。

現在の時刻を入力します。
時刻更新

DSCP

「NTP」が「入」のとき、
「実行」をクリックすると、現在
時刻が更新されます。

DSCP 値を入力します。
「TOS」が「DSCP」の場合のみ表示されます。
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ホップ数

「アクセス許可」ページ

送出するデータのホップ数を 0 〜 255 の間で入力します。
ご注意

停電後の自動起動

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者から
アクセスされる可能性があります「Telnet アクセス」
、
「SSH アクセス」を「許可」の設定に変更すると、以下の
ポップアップが表示されます。

停電からの復旧時に自動的にシステムの電源を入れるかど
うかを選びます。
インターネットプロトコル
使用できるインターネットプロトコルは IPv4 です。
ご注意
「インターネットプロトコル」の設定は、LAN1 と LAN2
に共通です。

設定を変更するには、「OK」をクリックしてください。
「キャンセル」を選択すると、設定は変更されません。

「アドレス帳」ページ

Telnet アクセス

アドレス帳の保存

Telnet から本機へのアクセスを許可するかどうかを選びま
す。

アドレス帳のデータを USB メモリーに保存します。USB
メモリーのデータは上書きされます。

SSH アクセス

アドレス帳のロード

SSH（Secure Shell）から本機へのアクセスを許可するかど
うかを選びます。

アドレス帳のデータを USB メモリーからロードします。本
体のアドレス帳のデータは上書きされます。

Referrer チェック

ご注意

Web から本機にアクセスされた際にリファラーチェックを
行うかどうかを選びます。

•「アドレス帳の保存」
、「アドレス帳のロード」はリアパネ
ルの USB 端子に USB メモリーが挿入されている場合の
み表示されます。
• アドレス帳の保存およびロードは、元のデータを保存し
た PCS-MCS1 と本機のバージョンが同じ場合に使用して
ください。保存した PCS-MCS1 と本機のバージョンが異
なる場合は、正常に認識されないことがあります。

ご注意
リファラーチェックを行わないとセキュリティ面で問題が
生じる可能性がありますので、機能を有効にした状態で使
用することを推奨します。

アドレス帳の消去

「その他」ページ

本体のアドレス帳を消去します。

履歴の利用

「パスワード」ページ

通信履歴を表示して発信などに利用するかどうかを選びま
す。

sonypcs―パスワード、パスワード（確認用）
管理者ユーザーのログインパスワードを変更するときに、
新しいパスワードを入力します。

AMX デバイスディスカバリー
AMX デバイスディスカバリー情報を定期的にネットワー
ク上に送出するかどうかを選びます。
なお、AMX が本機とシリアル接続されている場合、AMX
デバイスディスカバリー情報はシリアルにて出力されます。
AMX は本機を管理できる外部コントロールシステムです。
本機から送出された AMX デバイスディスカバリー情報を
受け取ると、自動的に本機をシステムの管理下に置きます。

pcsuser―パスワード、パスワード（確認用）
Web アクセスユーザーのログインパスワードを設定または
変更するときに、パスワードを入力します。
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「メンテナンス」ページ

機器の情報を表示する

曜日、時刻
本機を再起動させる曜日と時刻を選びます。
ただし、設定された日時に会議が行われているときは再起
動しません。その場合、以降 30 分間隔で 5 回まで再起動が
試みられ、会議が行われていなければ再起動されます。

「情報」画面では、本機や接続機器のバージョン、通信モー
ド、回線品質などさまざまな情報を表示することができま
す。

「暗号化」ページ

機器の情報を表示する

暗号化機能を使った接続を行うときに設定します。
暗号化機能を使うと、機密性の高い接続を行うことが可能
です。

コンピューターで本機の Web コントロール画面を表示し、
画面上部の「情報」ボタンをクリックすると「情報」画面
が表示されます。

◆ 暗号化接続について詳しくは、5 章をご覧ください。

ご注意
暗号化接続の場合、最大使用帯域は 12 Mbps に制限されま
す。
暗号化モード
暗号化機能を使用するかどうかを選びます。
切：暗号化機能を使用しない場合。
接続性優先：標準暗号化接続ができる相手とは暗号化接続
します。標準暗号化接続ができない相手、または標準
暗号化機能がオフになっている相手とは、暗号化せず
に接続します。
暗号化優先：標準暗号化接続ができる相手とのみ、接続し
ます。

「情報」画面で表示されるページ
端末の情報（35 ページ）
周辺機器の状態（36 ページ）
通信モードの状態（36 ページ）
ネットワーク導通確認（37 ページ）
EULA（ソフトウェア使用許諾契約書）
（37 ページ）

「ソフトウェアオプション」ページ
追加したいソフトウェアオプションのキーを「ソフトウェ
アオプション」1 〜 8 の入力欄に入力します。
◆ ソフトウェアオプションの追加のしかたについて詳しくは、「ソ
フトウェアオプションを追加する」
（42 ページ）をご覧くださ
い。

端末の情報
ホストバージョン
本機のソフトウェアバージョンを表示します。
ソフトウェアオプション
インストールされているオプションのソフトウェアの種類
を表示します。
ホストネーム
ホスト名を表示します。
IP アドレス
LAN1 の IP アドレスを表示します。
IP アドレス (LAN2)
LAN2 の IP アドレスを表示します。
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MAC アドレス

映像符号化方式

LAN1 の MAC アドレスを表示します。

LAN2 の MAC アドレスを表示します。

現在の映像符号化方式を表示します。
H.264 High Proﬁle での通信時には「H.264 HP」と表示さ
れ、H.264 Baseline Proﬁle での通信時には「H.264」と表示
されます。

シリアルナンバー

ご注意

MAC アドレス (LAN2)

シリアル番号を表示します。

実際の通信に使用される音声符号化方式と映像符号化方式
は、接続先のシステムの状態により、本機で設定した方式
と異なる場合があります。

機器バージョン
コーデックなどのバージョンが表示されます。

映像フレームレート
動画のフレームレートをリアルタイムで表示します。

周辺機器の状態

回線レート
LAN モード (LAN1)
LAN1 の LAN モードを表示します。

接続されている回線の数と通信中の伝送レートをリアルタ
イムで表示します。

LAN モード (LAN2)

回線 I/F

LAN2 の LAN モードを表示します。

使用している回線インターフェースを表示します。

ゲートキーパー

遠隔カメラ制御

ゲートキーパーの状態を表示します。
ゲートキーパー要求、ゲートキーパー確認、ゲートキー
パー拒否、登録要求、登録成功、登録失敗、登録拒否、登
録タイムアウト、登録解除要求、登録解除確認

端末同士で互いにカメラを操作できる状態になっているか
どうかを表示します。
H239
H.239 プレゼンテーションが使える状態になっているかど
うかを表示します。

通信モードの状態

チェックコード

通信中は現在の通信状態、非通信時は前回通信時の通信状
態を表示します。接続している端末数によって最大 16 ペー
ジが表示され、それぞれのページで各端末の情報を確認で
きます。
送信欄と受信欄に分かれている項目では（送信）欄には、
端末が設定している状態が、（受信）欄には端末が受信して
いる状態が表示されます。

暗号化チェックコードを表示します。暗号化通信が行われ
ている場合のみ表示されます。
ビットレート―送信
送信時の伝送レートが、オーディオ（音声）、ビデオ（映
像）、H.239（プレゼンテーション）の種別ごとに表示され
ます。

相手端末名
端末名を表示します。

ビットレート―受信

相手アドレス
端末のアドレスを表示します。

受信時の伝送レートが、オーディオ（音声）、ビデオ（映
像）、H.239（プレゼンテーション）の種別ごとに表示され
ます。

音声符号化方式

パケット数―ロスパケット数

現在の音声符号化方式を表示します。

相手からの伝送中にネットワーク上で欠落したパケット数
が、オーディオ（音声）、ビデオ（映像）、H.239（プレゼン
テーション）の種別ごとに表示されます。
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パケット数―復元パケット数

LAN2 使用時の制限

ロスパケット数のうち本機の QoS 機能で復元されたパケッ
ト数が、オーディオ（音声）、ビデオ（映像）、H.239（プレ
ゼンテーション）の種別ごとに表示されます。

本機に 2 本の LAN を接続する場合は、 1（LAN1）端子を
社内のネットワーク用、 2（LAN2）端子をインターネッ
トなど社外への接続用にご使用ください。
LAN2 端子を介したネットワークでは、次のように本機の
機能が制限されます。

パケット数―受信パケット数
通信中に受信したパケット数が、オーディオ（音声）
、ビデ
オ（映像）、H.239（プレゼンテーション）の種別ごとに表
示されます。

ネットワーク導通確認

ご注意

ネットワークの導通確認を行い、その結果を表示します。
画面下部の「測定開始」を選ぶと導通確認を始めます。

• 本機をインターネットなど社外への接続用にご使用にな
る場合は以下のように設定してください。
− 1（LAN1）端子のみをご使用の場合は、
「アクセス
許可」（34 ページ）で「Telnet アクセス」、「SSH アク
セス」を「禁止」に設定してください。
− 1（LAN1）端子、 2（LAN2）端子の両方を使用
する場合は、 2（LAN2）端子をインターネットなど
の社外への接続にご使用ください。
− 1（LAN1）端子、 2（LAN2）端子の両方をイン
ターネットなど社外への接続に使用することはできま
せん。
•
2（LAN2）端子のみを使用することはできません。

◆ 詳しくは、
「ネットワーク導通確認について」
（41 ページ）をご
覧ください。

相手の IP アドレス
ネットワークの導通を確認したい相手の IP アドレスを入力
します。
回線種別
LAN1： 1（LAN1）端子に接続したネットワークの導通
確認をする場合。
LAN2： 2（LAN2）端子に接続したネットワークの導通
確認をする場合。

LAN2 で設定できない項目
•
•
•
•
•
•
•
•

ゲートウェイ
デフォルトゲートウェイの確認結果を表示します。
ping
到達性の確認結果および、パケットロス率、RTT（往復遅
延時間）、H.323 通信（H.323 での通信が可能かどうか）の
確認結果を表示します。

NAT 設定
ゲートキーパー
SNMP
NTP
AMX デバイスディスカバリー
H.460
DNS サーバー
Telnet アクセス、SSH アクセス

LAN1 または LAN2 のどちらか一方で設定
できる項目

トレースルート
ホップ数（相手に到達するまでに経由するルーター数）、
Total RTT（往復遅延時間）の確認結果を表示します。

• PPPoE

測定開始

LAN1 と LAN2 に個別に設定する項目

この項目を選ぶと、ネットワーク導通確認が始まります。

•
•
•
•
•

EULA（ソフトウェア使用許諾契約
書）
初期設定後、最初にログインした際に表示されるソフト
ウェア使用許諾契約書の内容を確認できます。
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DHCP モード
IP アドレス
ネットワークマスク
ゲートウェイアドレス
LAN モード

LAN1 と LAN2 に共通の設定項目
•
•
•
•
•

ネットワーク構成ごとの設定方
法

使用ポート番号（TCP、UDP）
QoS
TOS
自動着信
通信中の着信拒否

ここでは、さまざまなネットワークで使用する際の本機の
設定方法を、使用するネットワーク構成ごとに説明します。
◆ LAN 設定について詳しくは、「「LAN1/LAN2
ジ」（30 ページ）をご覧ください。

ご注意
• LAN1 と LAN2 は、同じサブネットには設定しないでくだ
さい。
• LAN2 側に NAT ルーターをつなぐなど、LAN2 をプライ
ベートアドレスで使用する場合には、LAN1 と異なるク
ラスのプライベートアドレスを設定してください。

基本設定」ペー

◆ 詳しい設定については、ネットワーク担当者などにご相談くだ
さい。

LAN―DHCP を使用しての接続
（LAN1/LAN2）
構成例
LAN（A）

LAN（B）

DHCP サーバー 1

「管理」画面の「LAN 基本設定」ページで「DHCP モー
ド」を「入」にします。

DHCP 使用時は、本機を再起動するたびに IP アドレスが変
わる可能性があります。
本機の IP アドレスを確認する際は、設定ファイルを USB
メモリーに保存してコンピューターなどで閲覧してくださ
い。
◆ 本機の IP アドレスの調べかたについて詳しくは、「本機の設定
を確認する」（43 ページ）をご覧ください。
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LAN―ルーターを介しての接続
（LAN1/LAN2）
構成例
LAN（A）

LAN（B）

専用線
（VPN）

192.100.10.1

ルーター

192.100.20.1

ルーター

192.100.20.20

192.100.10.10

2 「管理」画面の「LAN

ゲートキーパー」ページで「使
用」を「入」にし、「ゲートキーパーアドレス」、「ユー
ザー名」、「ユーザー番号」にそれぞれ適切な値を入力
する。「認証」を「入」にした場合は、ゲートキーパー
管理者から指定された「ログイン名」、「パスワード」
を入力する。

「管理」画面の「LAN 基本設定」ページで「ホストネー
ム」に任意の名称を、「IP アドレス」
、「ネットワークマス
ク」
、「ゲートウェイアドレス」にそれぞれ適切な値を入力
します。

ゲートキーパーへの登録状態は「情報」画面の「周辺
機器の状態」ページで確認できます。

設定した IP アドレスが「情報」画面の「端末の情報」ペー
ジに表示されていれば正しく設定できています。

接続するには
接続したい端末に設定されている「ユーザー名」または
「ユーザー番号」を入力して、発信します。

LAN―ゲートキーパーを介しての接
続（LAN1 のみ）
構成例
LAN（A）

LAN―NAT 環境での接続（LAN1 の
み）

LAN（B）

192.100.10.1

192.100.20.1
ルーター

192.100.10.10
ユーザー名：PCS-A
ユーザー番号：100

NAT を使用すると、LAN 上の複数のコンピューターが 1
つの IP アドレスを共有できます。ここでは、NAT 環境と
グローバル IP 環境とのビジュアルコミュニケーションのた
めの設定を説明します。

ルーター
192.100.20.20
ユーザー名：PCS-B
ユーザー番号：200

ご注意

ゲートキーパー
192.100.10.20

NAT 環境で本機を使用する場合、本機から端末（グローバ
ル IP）への発信は可能ですが、端末から本機への発信は
ルーターの設定を行う必要があります。ルーターの設定に
ついて詳しくは、ネットワーク担当者などにご相談くださ
い。

1 「管理」画面の「LAN

基本設定」ページで「ホスト
ネーム」に任意の名称を、「IP アドレス」
、「ネット
ワークマスク」、「ゲートウェイアドレス」にそれぞれ
適切な値を入力する。
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構成例
192.100.10.1

210.10.10.1

ルーター

192.100.10.10

インター
ネット

LAN―H.460 を使用したファイア
ウォール越えでの接続（LAN1 のみ）

210.20.20.1

H.460 を使用すると、ファイアウォールを越え、別のネッ
トワーク上にある端末と接続することができます。

ルーター

210.20.20.2
（グローバルアドレス）

構成例
192.100.10.1

1 「管理」画面の「LAN

基本設定」ページで「ホスト
ネーム」に任意の名称を、「IP アドレス」
、「ネット
ワークマスク」、「ゲートウェイアドレス」にそれぞれ
適切な値を入力する。

ルーター

192.200.20.1
インター
ネット

192.100.10.10
ユーザー名：PCS-A
ユーザー番号：100

ルーター

トラバーサル
サーバー

192.200.20.10

210.20.20.10
（グローバルアドレス）

1 「管理」画面の「LAN

基本設定」ページで「ホスト
ネーム」に任意の名称を、「IP アドレス」、「ネット
ワークマスク」、「ゲートウェイアドレス」にそれぞれ
適切な値を入力する。

2 「管理」画面の「LAN

NAT 設定」ページで「NAT
モード」を「入」、「WAN IP アドレス」に適切な値を
入力する。

2 「管理」画面の「LAN

ゲートキーパー」ページで
「H.460」を「入」に設定する。また、「使用」を「入」
にし、「ゲートキーパーアドレス」に適切な値を入力す
る。「認証」を「入」にした場合は、ゲートキーパー管
理者から指定された「ログイン名」、「パスワード」を
入力する。

設定した WAN IP アドレスが「情報」画面の「端末の
情報」ページに表示されていれば正しく設定できてい
ます。

接続するには
接続したい端末の IP アドレスを入力して、発信します。
ご注意
NAT 環境で本機を使用する場合、本機から端末（グローバ
ル IP）への発信は可能ですが、端末から本機への発信は
ルーターの設定を行う必要があります。ルーターの設定に
ついて詳しくは、ネットワーク担当者などにご相談くださ
い。

ゲートキーパーへの登録状態は「情報」画面の「周辺
機器の状態」ページで確認できます。
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接続するには

ネットワーク導通確認に
ついて

接続したい端末の IP アドレスを入力して、発信します。

LAN―PPPoE による接続（LAN1/
LAN2）

端末と接続する前に、通信がスムーズにできるようにあら
かじめネットワークの導通を確認しておくことができます。

PPPoE を使用すると、ルーターを使用せずに、インター
ネットサービスプロバイダーのサービスを利用できます。

◆ ネットワーク導通確認にはネットワークに関する知識が必要で
す。ネットワーク担当者またはお買い上げ店にご相談ください。

構成例
インターネットサービス

ONU

地域 IP 網

210.10.10.10

◆ 確認結果について不明な点は、ネットワーク担当者またはお買
い上げ店にご相談ください。

インターネット

インターネット
サービス

ONU

ネットワーク導通確認を始めるには
「情報」画面の「ネットワーク導通確認」ページで、各項目
を設定します。
「測定開始」を選ぶと、ネットワーク導通確認が始まりま
す。

211.10.10.10

1 「管理」画面の「LAN

PPPoE」ページで「PPPoE」
を「LAN1」または「LAN2」にし、
「ユーザー名」、
「パスワード」にそれぞれプロバイダーから取得したも
のを入力する。

2

プロバイダーから固定 IP を取得している場合は、
「固定
IP」を「入」にし、「固定 IP アドレス」に取得した IP
アドレスを入力する。

◆「ネットワーク導通確認」ページの表示のしかたは、「機器の情
報を表示する」（35 ページ）をご覧ください。

ご注意

ネットワークの状態は「情報」画面の「ネットワーク
導通確認」ページで確認できます。

ネットワーク導通確認中は、通信を含むほかの機能は使用
できません。確認が終わると「ネットワーク導通確認」
ページに結果が表示されます。

ご注意
プロバイダーによって固定の DNS サーバーアドレスが
指定されている場合は、「DNS」を「設定する」にし、
指定されたアドレスを「DNS プライマリ」
、「DNS セカ
ンダリ」に入力してください。

接続するには
接続したい端末の IP アドレスを入力して、発信します。
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ご注意

4 章 メンテナンス

ソフトウェアオプションキーが本機に認識された後は、
ソフトウェアオプションキーを消すことはできません。

ソフトウェアオプション
を追加する

ソフトウェアオプションが正しくイン
ストールされたことを確認する
「情報」画面の「端末の情報」ページの「ソフトウェアオプ
ション」にインストールされたソフトウェアが表示されま
す。

1 「管理」画面の「ソフトウェアオプション」ページを表
示する。

2

ソフトウェアオプションのキーを入力し、「保存」をク
リックする。
入力したキーが正しいものだと本機に認識されると、
本機が自動的に再起動します。
再起動後は、追加したソフトウェアオプションの名称
が入力欄の下に表示されます。また、入力したソフト
ウェアオプションキーは * の表示に切り替わります。
ご注意
入力したキーが正しくないときは、入力欄が空白にな
ります。正しいソフトウェアオプションキーを再度入
力してください。
◆ 詳しくは、「端末の情報」（35 ページ）をご覧ください。

◆ ソフトウェアオプションキーについては販売店にお問い合
わせください。

ヒント
• ソフトウェアオプションは最大で 8 つ登録できます。
• 本機のソフトウェアをバージョンアップした場合も、
ソフトウェアオプションのインストール記録は保持
されます。
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保存した設定ファイルを閲覧／編集す
る

本機の設定を確認する

ご注意

USB メモリーに設定を保存する

設定ファイルの閲覧および編集にはワードパッドを使用し
てください。

本機の IP アドレスがわからなくなってしまった場合など
は、USB メモリーに一部の設定内容をテキストファイルと
して保存し、設定を確認できます。

保存される項目と内容
保存される項目

の例

なお、本機のパスワードは保存されません。パスワードが
わからなくなってしまったときは、お買い上げ店またはソ
ニーのサービス窓口にご連絡ください。この場合、本機を
初期化することになるため、本機に保存されたアドレス帳
や履歴、各種設定データは失われます。

機種名（ファームウェアのバー

:IP̲ADDR = xxx.xxx.xxx.xxx

サブネットマスク

:NETMASK = xxx.xxx.xxx.xxx

デフォルトゲートウェイ

:GATEWAY =xxx.xxx.xxx.xxx

PPPoE の入／切

1)
1) 2)

:DHCP = 1
:PPPOE = 0

インターネットプロトコル

:IPV4V6 = IPv4

ホスト名

:HOST̲NAME = "pcshost"

日時

:DATETIME = 2015-10-20
20:11:28

タイムゾーン

3)

NTP 使用の入／切 1)
プライマリー NTP サーバー

:TIMEZONE = Asia/Tokyo
:NTP̲FLAG = 1
:NTP̲NAME1 =
"xxx.xxx.xxx.xxx"

セカンダリー NTP サーバー

:NTP̲NAME2 = ""

端末名

:TERMINAL = "PCS-MCS1"

1 地点あたりの通信ビットレート

:BITRATE = xxxxx

1）設定値は、1 が「入」
、0 が「切」を表します。
2）PPPoE の設定は入→切への変更はできますが、切→入に変更す
ることはできません。
3）タイムゾーンの設定を変更する場合は、
「管理」画面の「一般
日時設定」ページで「タイムゾーン」の選択肢を確認し、設定
したい選択肢と同じ文字列に書き換えてください。ただし、グ
リニッジ標準時に設定する場合は、「Etc/GMT」と記述します。

本機の電源を入れ、リアパネルの USB 端子に USB メモ
リーを差し込む。
リアパネルのユーティリティーボタンを短く 1 回押す。
POWER ランプと NETWORK ランプが早く同時に緑
で点滅し、設定情報がテキスト形式で USB メモリーに
保存されます。

3

IP アドレス（LAN1）

DHCP の入／切

• USB メモリーに保存する際のファイル名は
「pcsinisetup.txt」となります。保存先の USB メモリーに
既に同名のファイルが保存されている場合は、あらかじ
めファイル名を変更しておいてください。
• 本機が以下の状態のときは、USB メモリーに設定を保存
することができません。
−本機の電源が入っていない。
−ハードウェアに問題が起きている。
−会議を行っている。
−本機のファームウェアのアップデートを行っている。
−リアパネルの USB 端子に USB メモリーが挿入されて
いない。

2

#PCS-MCS1 (00.00.0001)

ジョン）

ご注意

1

設定ファイル上の項目名と設定値

設定ファイルを編集するには

1
ランプの点滅が点灯に変わったら、USB メモリーを取
り外す。

2

USB メモリーに書き出した設定ファイルをコンピューター
などで閲覧し、設定内容を確認できます。
また、設定ファイルの内容は、コンピューターなどで編集
できます。

設定ファイルをワードパッドで開く。
変更したい項目の行頭のコロン（:）を削除し、設定値
（「=」より後ろの部分）を書き換えて、ファイルを保存
する。

ヒント
本機で設定ファイルを読み込む際は、行頭にコロンがつい
ていない項目の設定内容だけが読み込まれます。

◆ 設定ファイルの読み込みについて詳しくは、「設定を読み込む」
（45 ページ）をご覧ください。
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Web コントロール画面からファーム
ウェアをアップデートする

本機のファームウェアを
アップデートする

コンピューター上またはネットワーク上に保存されたアッ
プデート用ファイルを本機にインストールする方法です。

1

USB メモリーからファームウェアを
アップデートする

ご注意

USB メモリーに保存されたアップデート用ファイルを本機
にインストールする方法です。

1
2

Web コントロール画面で「管理」ボタンをクリックす
る。

Web アクセスユーザー（pcsuser）でログインしている
場合、「管理」ボタンはクリックできません。設定内容
の確認および変更を行う場合は、管理者ユーザー
（sonypcs）でログインし直してください。

本機の電源を切った状態で、リアパネルの USB 端子に
USB メモリーを差し込む。
本機の電源を入れる。

「管理」画面が表示されます。

本機が起動すると、ファームウェアのアップデートが
開始されます。
ファームウェアのアップデート中は POWER ランプ、
NETWORK ランプがゆっくり交互にオレンジで点滅し
ます。
アップデートが完了すると、POWER ランプが緑で点
灯、NETWORK ランプが消灯または赤で点滅に変わ
り、自動的に再起動が行われます。再起動が完了する
までは電源を切らないでください。

2 「管理」画面左側のメニュー下部にある「Version Up」

ご注意

をクリックする。

• USB メモリーからアップデートする際は、USB メモ
リーに保存されているアップデートファイルのバー
ジョンを本機で判別します。アップデートファイル
が、本機に既にインストールされているファーム
ウェアより新しいバージョンの場合のみアップデー
トが行われます。本機に古いバージョンのファーム
ウェアをインストールしたい場合は、Web コント
ロール画面から操作を行ってください。
• アップデートを途中でやめたい場合は、電源ボタン
を短く 1 回だけ押してください。タイミングによっ
ては、アップデートを中止できない場合があります。

「Version Up」ページが表示されます。

3 「参照」をクリックし、アップデートファイルを選択し
たら「Upload」をクリックする。
ファイルのアップロード後、メッセージが表示され、
ファームウェアのアップデートが開始されます。
ファームウェアのアップデート中は POWER ランプ、
NETWORK ランプがゆっくり交互にオレンジで点滅し
ます。
アップデートが完了すると、POWER ランプが緑で点
灯、NETWORK ランプが消灯または赤で点滅に変わ
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り、自動的に再起動が行われます。再起動が完了する
までは電源を切らないでください。

設定を読み込む
あらかじめ USB メモリーに保存した設定ファイルを読み込
んで、本機の設定を変更することができます。
保存された設定ファイルの内容をコンピューターなどで編
集したうえで本機に読み込むこともできます。
◆ 設定ファイルの USB メモリーへの保存について詳しくは、
「USB メモリーに設定を保存する」
（43 ページ）をご覧くださ
い。

ご注意
• 設定の読み込みは、元のデータを保存した PCS-MCS1 と
本機のバージョンが同じであることを確認した上で行っ
てください。元のデータを保存した PCS-MCS1 と本機の
バージョンが異なる場合は、正常に認識されないことが
あります。
• 設定を読み込む際は、USB メモリーのルートディレクト
リーに保存されている「pcsinisetup.txt」の内容が反映さ
れます。設定ファイルが USB メモリー内に作成したフォ
ルダに保存されている場合や、異なるファイル名で保存
されている場合には、設定を読み込むことができません。

1
2
3

読み込みたい設定ファイルの名称が「pcsinisetup.txt」
になっていることを確認し、USB メモリーのルート
ディレクトリーに置く。
本機の電源を入れ、リアパネルの USB 端子に USB メモ
リーを差し込む。
リアパネルのユーティリティーボタンを、4 秒以上長押
しする。
設定の読み込みが行われ、POWER ランプ、
NETWORK ランプが早く交互に緑で点滅します。
読み込みが完了すると本機が自動的に再起動し、本機
の設定が USB メモリーに保存された設定内容で上書き
されます。
再起動が完了するまで、電源を切らないでください。
ヒント
本機で設定ファイルを読み込む際は、行頭にコロン（:）
がついていない項目の設定内容だけが読み込まれます。
あらかじめ設定ファイルを編集し、読み込みたい項目
の行頭にあるコロンを削除しておいてください。

4
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再起動が完了したら、USB メモリーを取り外す。

5 章 暗号化接続

暗号化接続の準備

機密性の高いコミュニケーションをしたい場合などに、映
像や音声を暗号化して接続することができます。この接続
のしかたを暗号化接続と呼びます。
本機は、ITU-T で規定された H.235 に準拠した標準の暗号
化方式に対応しています。

暗号化接続をするには、「管理」画面の「暗号化」ページで
「暗号化モード」を「接続性優先」または「暗号化優先」に
設定します。

ご注意
• 一部の国 / 地域では、暗号化機能を使用できません。
• 暗号化接続の最大使用帯域は、12 Mbps です。

接続性優先
標準暗号化接続ができる端末とは暗号化接続します。標準
暗号化接続ができない、またはオフになっている端末とは、
暗号化せずに接続します。
暗号化して接続

本機：
標準暗号化接続が可能

端末：
標準暗号化接続が可能
暗号化せず接続

本機：
標準暗号化接続が可能

端末：
標準暗号化接続が不可

暗号化優先
標準暗号化接続ができる端末とのみ、接続します。
暗号化して接続

本機：
標準暗号化接続が可能

端末：
標準暗号化接続が可能

接続しない

本機：
標準暗号化接続が可能
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端末：
標準暗号化接続が不可

暗号化接続を始める
通常の接続と同じ方法で、暗号化接続をする端末を呼び出
します。
暗号化接続中は「ホーム」画面に暗号化接続アイコン
が
表示されます。

ご注意
アイコンが表示されていないときは、送受信データは暗号
化されていません。アイコンが表示されていることを確認
してから会議を始めてください。
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状態

付録

POWER

NETWORK

ランプの表示

ランプの表示

備考

本機の設定を
USB メモリーか

各部の名称と働き

早く交互に点滅

ら読み込み中
本機のファーム

ゆっくり交互に

ウェアをアップ

点滅

デート中

フロントパネル

：消灯

：点灯

：点滅

リアパネル
8
1

2

1 POWER ランプ
電源の状態を示します。
2 NETWORK ランプ
ネットワーク接続の状態を表示します。

1

POWER

NETWORK

ランプの表示

ランプの表示

電源オン（ネット
ワークに未接続）
本機を使用でき
ません。初期設

安全のために、周辺機器を接続する際は過大電圧を持
つ可能性があるコネクターを以下のポートに接続しな
いでください。
: （LAN）1 コネクター
: （LAN）2 コネクター
上記のポートについては本書の指示に従ってください。

ください。
IP アドレスを取
得中
電源オン（会議が
可能な状態）
ゆっくり交互に

3 MAINTENANCE 端子（USB mini B タイプ）
メンテナンス用の USB 端子です。
外部制御やログの取得に使用します。

点滅
ネットワークに問
題がある
本機のハードウェ
アに問題がある

−

4
−

本機の設定を
USB メモリーに

7

ご注意

定を完了させて

会議中

6

2（LAN2）端子（1000BASE-T/
100BASETX/10BASE-T、8 ピンモジュラー）
グローバルネットワーク接続用のネットワーク端子で
す。
この端子を使用して接続すると、コンピューターから
のログインなど一部の機能が制限されます。

本機が終了中

ていない状態

5

2

本機が起動中

初期設定が完了し

4

1（LAN1）端子（1000BASE-T/
100BASETX/10BASE-T、8 ピンモジュラー）
ローカルネットワーク接続用のネットワーク端子です。
ネットワーク接続の際は、通常この端子を使います。

備考

電源オフ

3

1
ランプの表示
状態

2

（USB）端子（A タイプ）
USB メモリーを接続して設定の保存などに使用しま
す。

5 ユーティリティーボタン
設定の書き出しの際に使用します。

早く同時に点滅

保存中
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6 電源ボタン
本機の電源を入／切します。
7 DC 12V ジャック
付属の AC アダプターを接続します。
8 ケンジントンロック穴
盗難防止用のケンジントンロックの接続部です。
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故障かな？
本機が正しく動作しないときは、故障とお考えになる前に以下の項目を確認してください。
症状

原因

対策

本機の電源が入らない。

AC アダプターが正しく接続されていない。

付属の AC アダプターを正しく接続してください。

電源ボタンを押していない。

電源ボタンを短く（1 秒以下）1 回押して電源を入れ

Web ブラウザから本機にログインでき

LAN ケーブルが抜けている。

正しく接続してください。

ない。

LAN ケーブルが断線している。

ケーブルを交換してください。

（本機フロントパネルの POWER ランプ
が点滅を開始しない）

てください（9 ページ）。

入力した IP アドレスが間違っている。

USB メモリーに設定を保存し、IP アドレスを確認し
てください（43 ページ）。

ビデオ会議端末に接続ができない。

IP アドレス、ネットワークマスクの設定が間違って

ネットワーク担当者などに問い合わせて、正しく設

いる。

定してください。

違う番号に発信した。

入力番号をよく確かめてください。

アドレス帳の登録内容が間違っている。

「アドレス帳に連絡先を登録する」（23 ページ）を参
照して正しく登録してください。

接続したい端末側に問題がある。

他の端末に接続して確かめてください。

接続したい端末の電源が入っていない。

接続したい端末の管理者に電源を入れてもらってく
ださい。

接続したい端末が他の端末と通信中である。

接続したい端末が通信を終えてから発信し直してく
ださい。

接続したい端末が設定変更などの操作中で、着信を

接続したい端末に着信を受け付けてもらってくださ

許可しない。

い。

接続したい端末が自動着信できる設定になっていな

接続したい端末の設定を自動着信できる設定に変更

い。

してもらうか、手動で着信を受け付けてもらってく
ださい。

接続したい端末が着信拒否設定になっている。

接続したい端末の着信拒否設定を変更してもらって
ください。

USB メモリーを使用して設定の読み込

USB メモリーの異常。

コンピューターで USB メモリーを読み込みできるか

み / 保存ができない。

確認してください。
別の USB メモリーを使用して症状が改善されるか確
認してください。
USB メモリーのフォーマットエラー。

USB メモリーを再フォーマットしてください。
ご注意
フォーマットすると、USB メモリー内のデータが消
去されます。あらかじめ、任意の場所にデータをコ
ピーしてください。

USB メモリーへの設定の保存ができな

ユーティリティーボタン操作を間違っている。

い。

USB メモリーを本機リアパネルの USB 端子に挿入
し、ユーティリティーボタンを短く（1 秒以下）1 回
押してください。

USB メモリーの容量がいっぱいになっている。

50

他の USB メモリーに保存してください。

症状

原因

USB メモリーから設定の読み込みでき

設定ファイルの名前が間違っている。

対策

ない。

読み込みたい設定ファイルの名前が、
「pcsinisetup.txt」であることを確認してください。

設定ファイルの記載フォーマットが間違っている。

設定ファイル（pcsinisetup.txt）のフォーマットが正
しいか、USB メモリーに設定ファイルを保存し、保
存されたファイルと同じファーマットになっている
か確認してください（45 ページ）
。

設定ファイル（pcsinisetup.txt）の USB メモリーへ

設定ファイル（pcsinisetup.txt）が USB メモリーの

の保存場所が間違っている。

ルートディレクトリーに保存されていることを確認

ユーティリティーボタン操作を間違っている。

設定ファイル（pcsinisetup.txt）が正しい場所に保存

してください。
されていることを確認し、USB メモリーを本機リア
パネルの USB 端子に挿入し、ユーティリティーボタ
ンを 4 秒以上押してください。
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その他

仕様

電源電圧
消費電流
動作温度
動作湿度
保存温度
保存湿度
外形寸法

HD MCU システム PCS-MCS1
本機は ITU-T 勧告 H.323 に準拠しています。

動画

質量
付属品

動作帯域 64 Kbps 〜 16 Mbps（標準、LAN による接続）
コーディング方式
H.263/H.263+/H.263++/H.264 Baseline Profile/
H.264 High Profile
画素
CIF：352 ピクセル× 288 ライン
QCIF：176 ピクセル× 144 ライン
4CIF：704 ピクセル× 576 ライン
WCIF（W288p）：512 ピクセル× 288 ライン
W432p：768 ピクセル× 432 ライン
W4CIF：1024 ピクセル× 576 ライン
720p：1280 ピクセル× 720 ライン
1080p：1920 ピクセル× 1080 ライン

DC 12 V
3A
5 ℃〜 35 ℃
20％〜 80％
−20 ℃〜 +60 ℃
20％〜 80％（結露しないこと）
170 mm × 46 mm × 125 mm（幅 / 高さ / 奥行
き）（突起部含まず / 脚含む）
約 0.7 kg
AC アダプター（1）
電源コード（1）
（日本、中国のみ）
CD-ROM（1）
ご使用になる前に（1）
クイックリファレンスガイド（1）
B&P ワランティブックレット（1）
ユーザー登録シート（1）
（日本国内のみ）

AC アダプター
電源
出力
動作温度
動作湿度
保存温度
保存湿度
外形寸法

音声
伝送レート
56 Kbps、64 Kbps（G.711 ITU-T 勧告準拠）
48 Kbps、56 Kbps、64 Kbps（G.722 ITU-T 勧告
準拠）
64 Kbps、96 Kbps（MPEG4 AAC）（LAN によ
る接続）
16 Kbps（G.728 ITU-T 勧告準拠）

質量

ネットワーク

AC 100 V 〜 240 V、50 Hz/60 Hz、
0.75 A 〜 0.4 A
DC 12 V、3.0 A
−5 ℃〜 +45 ℃
25％〜 95％ RH
−20 ℃〜 +65 ℃
5％〜 95％ RH（結露しないこと）
102.5 mm × 32 mm × 51.7 mm（幅 / 高さ / 奥行
き）（突起部含まず）
約 190 g

HD ポート拡張ソフトウェア
PCSA-MPE1（別売）

回線
LAN（標準）
、64 Kbps 〜 16 Mbps
サポート LAN プロトコル
HTTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP
SSH

HD ポート拡張ソフトウェア
PCSA-MPE2（別売）
モバイルアクセスソフトウェア
PCSA-MSA1（別売）

リモートコントロール

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ
りますが、ご了承ください。

相手カメラコントロール
H.281（ITU-T 勧告準拠）
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• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されている
ことを確認してください。本機や記録メディア、外部
ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により
記録されなかった場合の記録内容の補償については、
ご容赦ください。
• お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お
よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね
ますのでご了承ください。
• 本製品を使用したことによるお客様、または第三者か
らのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負
いかねます。
• 本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録さ
れたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます。
• 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断
について、一切の責任を負いかねます。

MPEG-4 AVC (3-1) エンコーダ／デコーダ製品の販
売・頒布
本製品は、MPEG LA, LLC. がライセンス活動を行ってい
る AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE の下、次の用
途に限りライセンスされています：
(i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4
AVC 規格に合致したビデオ信号 ( 以下、AVC
VIDEO といいます ) にエンコードすること。
(ii) AVC Video（消費者が個人的に非営利目的でエンコー
ドしたもの、若しくは MPEG LA よりライセンスを
取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られ
ます）をデコードすること。
なお、その他の用途に関してはライセンスされていませ
ん。プロモーション、商業的に利用することに関する詳
細な情報につきましては、MPEG LA, LLC. のホームペー
ジをご参照下さい。

MPEG-4 Visual エンコーダ／デコーダ製品の販売・頒
布

端子のピン配列

本製品は、MPEG LA, LLC. がライセンス活動を行ってい
る MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
の下、次の用途に限りライセンスされています：
(i) 消費者が個人的、非営利の使用目的で、MPEG-4
Visual 規格に合致したビデオ信号 ( 以下、MPEG 4
VIDEO といいます ) にエンコードすること。
(ii) MPEG-4 VIDEO（消費者が個人的に非営利目的でエ
ンコードしたもの、若しくは MPEG LA よりライセ
ンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに
限られます）をデコードすること。
なお、その他の用途に関してはライセンスされていませ
ん。プロモーション、商業的に利用することに関する詳
細な情報につきましては、MPEG LA, LLC. のホームペー
ジ (HTTP://WWW.MPEGLA.COM) をご参照下さい。

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T 端子
1

8

モジュラー端子

MPEG LA は、(i) MPEG-4 Visual ビデオ情報を記録した
媒体（PACKAGED MEDIA）を製造し、販売する行為、
(ii) MPEG-4 Visual ビデオ情報を何らかの方法（オンライ
ンビデオ配信サービス、インターネット放送、TV 放送
など）で配信・放送する行為について、ライセンスを提
供しています。
その他の使用方法につきましても、MPEG LA からのラ
イセンス取得が必要な場合があります。
詳しくは、MPEG LA にお問い合わせください。
MPEG LA. L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206
ホームページ：http://www.mpegla.com

53

ピン番号 10BASE-T/100BASE-TX

1000BASE-T

1

TD+

TP0+

2

TD −

TP0 −

3

RD+

TP1+

4

−

TP2+

5

−

TP2 −

6

RD −

TP1 −

7

−

TP3+

8

−

TP3 −

PCS-MCS1 使用ポート
一覧
機能

USB メモリーについての
ご注意
本機では、USB2.0 に対応した USB メモリーを使用してく
ださい。ソニー製 USB メモリー ポケットビット の
USM32GR の使用を推奨します。

ポート番号

タイプ

RAS

1719

UDP

ゲートキーパー Discovery

224.0.1.41：1718

UDP マルチキャスト

Q.931（発信）

2253-2285

TCP

取り付け

Q.931（着信）

1720

TCP

本機の USB 端子に直接接続して、使用してください。

H.245

2253-2285

TCP

オーディオ RTP

49152-49452

UDP

アクセスランプの状態

オーディオ RTCP

49153-49453

UDP

ビデオ RTP

49154-49454

UDP

消灯：待機中
点灯：データ転送中

ビデオ RTCP

49155-49455

UDP

FECC RTP

49156-49456

UDP

取り外し

FECC RTCP

49157-49457

UDP

2nd ビデオ RTP

49158-49458

UDP

2nd ビデオ RTCP

49159-49459

UDP

ポケットビットを取り外す場合は、必ず待機中（インジ
ケーターが消灯）であることを確認してから取り外してく
ださい。

自動帯域検出

51234

UDP/TCP

使用上のご注意
ご注意

• ポケットビットを接続した状態で大きな力を加えないよ
うご注意ください。USB 端子が破損すると、ポケット
ビットの故障の原因になるだけではなく、機器の故障の
原因となることがあります。
• 長時間の使用やアクセスの状況により、本体の表面が熱
くなる場合がありますので、ご注意ください。
• ポケットビットを接続したまま機器を起動または再起動
させると、正常に動作しないことがあります。これらの
操作は、ポケットビットを取り外してから行ってくださ
い。
• 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすす
めします。

RTCP の設定可能範囲は、49152 〜 65535 です。

その他のポート
機能
Telnet

ポート番号

タイプ

23

TCP

50000

TCP

SSH

22

TCP

Web

80

TCP

DHCP

68

UDP

NTP

123

UDP

SNMP

161

UDP

239.255.250.250：9131

UDP マルチキャスト

AMX デバイス
ディスカバリー

お客様の記録したデータの破壊（消滅）、および付属の
ソフトウェアを使用したことによって生じた損害や損
失について、当社は一切その責任を負いかねますので
ご容赦ください。

POCKET BIT、ポケットビットはソニー株式会社の商標
です。
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保証書とアフターサービ
ス

用語解説
ゲートキーパー
ネットワーク上での H.323 ビジュアルコミュニケーション
のアクセスをコントロールする装置。ゾーン管理や許可制
限、帯域制限、エイリアスなどの機能を使用することがで
きる。

保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上
げの際お受け取りください。
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切
に保存してください。

コーデック

アフターサービス

CODer-DECoder の略。音声や映像のアナログ信号をデジ
タル信号に変換、圧縮するコーダーと、圧縮されたデジタ
ル信号を元のアナログ信号に戻すデコーダーが一体になっ
た装置。

調子が悪いときはまずチェックを

自動帯域検出

「故障かな？」（50 ページ）をもう一度ご覧になってお調べ
ください。

通信開始前にネットワーク帯域幅などを測定します。この
測定値を QoS 機能に用いることによって、通信開始時から
最適な QoS 制御が可能となります。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店にご相談ください。

フレームレート
1 秒間にエンコード / デコードできるフレーム数。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳
しくは保証書をご覧ください。

ホップ数

保証期間経過後の修理は

ARC

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料
修理させていただきます。
保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明
な点は、お買い上げ店にお問い合わせください。

Adaptive Rate Control の略。ネットワーク輻輳時に、
Video のビットレートを自動的に下げるための技術。

相手にたどりつくまでに経由するルーターの数。

ARQ
Automatic Repeat Request の略。パケットロスが起こった
場合に、再送してエラー訂正をするための技術。
DHCP（Dynamic Host Conﬁguration Protocol）
動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク内の IP アドレス
を管理します。
DNS（Domain Name System）
ドメインネームシステムを規定します。
FEC
Forward Error Correction の略。送信元に再送要求を行う
ことなく、エラー訂正をするための技術。
G.711
ITU-T で勧告化された、音声符号化に関する規格。電話帯
域の音声を 64 kbps のデータレートのデジタル信号に変換
します。56 kbps で伝送する場合もあります。
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G.722

QoS

ITU-T で勧告化された、音声符号化に関する規格。7 kHz
帯域の音声を 48 kbps、56 kbps、または 64 kbps のデジタ
ル信号に変換します。

Quality of Service（サービスの品質）の略。ネットワーク
上で、ある特定の通信のための帯域を予約し、一定の通信
速度を保証する技術。

G.728

SNMP

ITU-T で勧告化された、音声符号化に関する規格。電話帯
域の音声を 16 kbps のデータレートのデジタル信号に変換
します。

Simple Network Management Protocol の略。管理ステー
ションと管理対象システムの間での管理情報の交換プロト
コルです。これにより、ソニー製コミュニケーションシス
テムの監視が可能になります。

H.239
TOS（Type of Service）

ITU-T で勧告化されたデュアルビデオ機能（プレゼンテー
ションモード）対応の規格。カメラ映像とコンピューター
のデータを同時に送受信できます。

IP ヘッダ内の TOS フィールド。サービスタイプに情報を
組み込むことにより、パケットの優先順位などを、通信機
器が適切に判断できるようになります。
また、サービスの種類（遅延や容量）によって経路を変更
することなども可能になります。

H.263
H.261 を基本として、より低いビットレートの回線で通信
するためのビデオコーディングアルゴリズムです。
H.263+
H263 を基本として、画質、エラー耐性の向上などを目的と
する Annex I 〜 T（I,J,K,...,T）を追加した映像符号化方式。
通常、H.263/H.263+ の Annex のいくつかを用いたプロ
ファイルと呼ばれる組み合わせで用いられます。
H.264
2003 年 5 月に ITU-T で標準化されたビデオコーディング
アルゴリズムです。
低いビットレートでも高画質を実現でき、H.263 と比べて
約半分のビットレートで同等の画質を実現することが可能
です。ISO では MPEG-4 Part10 Advanced Video Coding
（AVC）としても標準化されています。
H.323
QoS 非保証 LAN 上で通信可能なコミュニケーションシス
テムの標準。
HD
High Deﬁnition（ハイディフィニション）の略。テレビな
どにおける高解像度（高精細・高画質）のこと。1080i、
1080p、720p がこれに相当する。
ITU-T
International Telecommunication Union,
Telecommunications. の略。
MCU（マルチポイント）
Multipoint Control Unit の略。マルチポイント機能を持っ
た端末と接続すると、多地点間通信が可能になります。
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メニューの構成
本機のメニューは次のように構成されています。詳しい内容は、（
ホーム

アドレス帳

（◆ 16 （◆ 23 ページ）
ページ）
履歴

アドレス一覧
新規／編集
接続

）内のページをご覧ください。太字は初期設定です。

名前, 使用回線数, 通信ビットレート, 接続先

発信, 着信, 不在着信, 不明着信

（◆ 20 ページ）
管理

（◆ 28 ページ）

情報

全接続
全切断
通信ビットレート
レイアウト

（◆ 27 ページ）

通信回線
発信
着信
多地点
通信モード
LAN
QoS
TOS
一般
アクセス許可
その他
アドレス帳
パスワード
メンテナンス
暗号化
ソフトウェアオプション
Version Up

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ
へ

端末の情報
周辺機器の状態
通信モードの状態
ネットワーク導通確認
EULA
（ソフトウェア使用許諾契約書）

放送モード
画面分割

分割画面, 音声検出, 音声検出
（1080P）
自動分割, 1地点固定, 3分割固定, 4分割固定, 6分割固定,
9分割固定, 10分割固定, 13分割固定, 16分割固定

選択（1地点固定／6分割／13分割）
選択（10分割：左）
選択（10分割：右）
接続
切断
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A 通信回線

LAN2を使用する

切, 入

（◆ 28
ページ）

B 発信

（◆ 28
ページ）

C 着信

（◆ 29
ページ）

D 多地点

（◆ 29
ページ）

LANプリフィックス選択
LANプリフィックス

アドホック
自動着信
通信中の着信拒否
不明着信拒否

無効, 有効

入,
入,
入,
切,

切
切
切
LAN1, LAN2, LAN1+LAN2

放送モード

分割画面, 音声検出, 音声検出(1080P)

画面分割

自動分割, 1地点固定, 3分割固定, 4分割固定, 6分割固定,
9分割固定, 10分割固定, 13分割固定, 16分割固定
入, 切

音声検出枠

E 通信モード

（◆ 29
ページ）

IP
(通信モード1)

送信/受信

個別設定

IP：モード
(通信モード)1)

全使用帯域2)
通信ビットレート2)3)
音声方式3)
遠隔カメラ制御
H.239
H.239レート割合
映像サイズ3)
映像方式3)
映像フレーム数3)

切, 入

16384Kbps
2048Kbps
G.711, G.722, G.728, MPEG4
入, 切
入, 切
2/3, 1/2, 1/3
1080, 720, W4CIF, W432P,
WCIF, 4CIF, CIF, QCIF, 自動
H.263+, H.264
15fps, 30fps, 自動

1) 「IP: モード」ページ以降のページ数は、「送信 / 受信 個別設定」の「入」「切」によって変わります。
2)

64 Kbps 〜 16384 Kbps の範囲で入力できます。

3) 「IP」ページの「送信／受信

個別設定」が「入」のときは、送信、受信のそれぞれに設定できます。
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F LAN

（◆ 30
ページ）

基本設定1)
（LAN）

PPPoE
（LAN）

ホストネーム
DHCPモード
IPアドレス
ネットワークマスク
ゲートウェイアドレス
DNSプライマリ
DNSセカンダリ
LANモード

入, 切

自動, 1000Mbps,
100Mbps Full Duplex,
100Mbps Half Duplex,
10Mbps Full Duplex,
10Mbps Half Duplex

PPPoE
ユーザー名
パスワード
固定IP
固定IPアドレス
DNS
DNSプライマリ
DNSセカンダリ

切, LAN1, LAN2

NAT設定
（LAN）

NATモード
WAN IPアドレス

自動, 入, 切

ゲートキーパー
（LAN）

使用
ゲートキーパーアドレス
ユーザー名
ユーザー番号
H.460
認証
ログイン名
パスワード

自動, 入, 切

使用ポート番号,
RTP/RTCP設定
（LAN）

Q.931
H.245
RTP/RTCP
MTUサイズ

SNMP
（LAN）

SNMPサービス
トラップ送信先
コミュニティ名
機器の説明
設置場所
管理者名

切, 入
自動取得, 設定する

入, 切
入, 切

入, 切

1) 「通信回線」ページの「LAN2 を使用する」が「入」のときは、LAN1、LAN2 のそれぞれに「基本設定」ページが表示され、設定できま
す。
G QoS

（◆ 32
ページ）

基本設定
(QoS1)

最適レート制御（ARC）
自動帯域検出
TCPポート番号
UDPポート番号
パケット再送要求（ARQ）
ARQバッファリング時間

入, 切
入, 切

リオーダー
リオーダー・バッファ
リオーダーバッファ値
シェーピング

入, 切
自動, 1, 2, 指定値

入, 切
300ms, 150ms, 80ms, 自動
指定値
ARQバッファリング時間（指定値）
前方誤り訂正（FEC）
入, 切, 自動
前方誤り訂正冗長度
8, 4, 2, 自動
音声2重送信
入, 切
リオーダー・
シェーピング
(QoS2)

入, 切
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H TOS

（◆ 33
ページ）

I 一般

（◆ 33
ページ）

TOS種別
TOS
Precedence
遅延
スループット
信頼性
コスト
DSCP

ビデオ, オーディオ, データ, プレゼンテーション
切, IP Precedence, DSCP
入,
入,
入,
入,

切
切
切
切

機器設定
(一般1)

端末名
言語設定／Language

日時設定
(一般2)

NTP
プライマリーNTP
サーバー
セカンダリーNTP
サーバー
タイムゾーン
日時表示形式

日本語/Japanese, 英語/English,
簡体中国語/Chinese
入, 切

年/月/日, 月/日/年, 日/月/年,
年‑月‑日, 日.月.年

年月日
時間
時刻更新

J アクセス許可

（◆ 34
ページ）

K その他

（◆ 34
ページ）

L アドレス帳

（◆ 34
ページ）

M パスワード

（◆ 34
ページ）

N メンテナンス

（◆ 35
ページ）

O 暗号化

実行

Telnetアクセス
SSHアクセス
Referrerチェック

許可, 禁止
許可, 禁止

履歴の利用
AMXデバイスディスカバリー
ホップ数
停電後の自動起動
インターネットプロトコル

入, 切
切, 入
入, 切
IPv4

アドレス帳の保存
アドレス帳のロード
アドレス帳の消去

実行
実行
実行

sonypcs

パスワード
パスワード（確認用）
パスワード
パスワード（確認用）

pcsuser

曜日
時刻

暗号化モード

切, 接続性優先, 暗号化優先

（◆ 35
ページ）
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P ソフトウェアオプション

（◆ 35
ページ）

ソフトウェアオプション1
ソフトウェアオプション2
ソフトウェアオプション3
ソフトウェアオプション4
ソフトウェアオプション5
ソフトウェアオプション6
ソフトウェアオプション7
ソフトウェアオプション8

61

索引
あ
相手アドレス ................................... 36
相手端末名 ....................................... 36
相手の IP アドレス .......................... 37
アクセス許可 ................................... 34
アドホック ....................................... 29
アドホックモード .........................8, 19
アドレス帳 ...................... 21, 23, 24, 34
アドレス帳の消去 ............................ 34
アドレス帳の保存 ............................ 34
アドレス帳のロード ........................ 34
「アドレス帳」ボタン....................... 16
暗号化 .............................................. 35
暗号化接続 ..............................5, 46, 47
暗号化モード ..............................35, 46
暗号化優先 ....................................... 46

き

前方誤り訂正（FEC）....................... 32

機器状態 ...........................................35
機器状態メニュー.............................35
機器設定 ...........................................33
機器の説明........................................32
機器バージョン ................................36
基本的な接続 ....................................19

そ

た

け
ゲートウェイ ....................................37
ゲートウェイアドレス................ 13, 30
ゲートキーパー .................... 31, 36, 39
ゲートキーパーアドレス ..................31
言語設定 /Language.........................33

こ
コスト...............................................33
固定 IP ..............................................31
固定 IP アドレス...............................31
コミュニティ名 ................................32

さ

い

最適レート制御（ARC）...................32

インターネットプロトコル.............. 34

し

え
映像サイズ ....................................... 30
映像符号化方式................................ 36
映像フレーム数................................ 30
映像フレームレート ........................ 36
映像方式........................................... 30
遠隔カメラ制御...........................30, 36

お
オプション I/F ................................ 35
音声 2 重送信 ................................... 32
「音声検出」モード .......................... 27
音声検出枠 ....................................... 29
音声符号化方式................................ 36
音声方式........................................... 30

か
回線種別........................................... 37
回線レート ....................................... 36
回線 I/F ........................................... 36
画面制御........................................... 25
画面分割........................................... 29
管理者名........................................... 32
管理者ユーザー................................ 15
「管理」ボタン.................................. 16

送信／受信 個別設定 ..................... 29
測定開始........................................... 37
ソフトウェアオプション............ 35, 42
ソフトウェアオプション画面 .......... 35

シェーピング ....................................32
時間 ..................................................33
時刻 ..................................................35
時刻更新 ...........................................33
システムの構成例...............................7
自動帯域検出 ....................................32
自動着信 ..................................... 22, 29
周辺機器の状態 ................................36
手動着信 ...........................................22
使用 ..................................................31
使用回線数........................................23
「情報」ボタン ..................................17
使用ポート番号 ................................31
初期設定ウィザード .........................13
シリアルナンバー.............................36
信頼性...............................................33

タイムゾーン.................................... 33
多地点 .............................................. 29
端末の情報 ....................................... 35
端末名 .............................................. 33

ち
チェックコード ................................ 36
遅延 .................................................. 33
着信 ............................................ 22, 29

つ
通信回線........................................... 28
通信中の着信拒否 ............................ 29
通信ビットレート ...................... 24, 30
通信モードの状態 ............................ 36
通信履歴........................................... 20

て
停電後の自動起動 ............................ 34
電源 .................................................... 9

と
トラップ送信先 ................................ 32
トラバーサルサーバー ..................... 40
トレースルート ................................ 37

な
名前 .................................................. 23

に
日時設定........................................... 33
日時表示形式.................................... 33
認証 .................................................. 31

す

ね

スループット ....................................33

ネットワーク導通確認 ............... 37, 41
ネットワークマスク................... 13, 30
年月日 .............................................. 33

せ
セカンダリー NTP サーバー ............33
接続 ..................................................22
接続先...............................................24
接続性優先........................................46
設置場所 ...........................................32
設定メニュー ....................................28
全使用帯域........................................29
前方誤り訂正冗長度 .........................32
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は
パケット再送要求（ARQ）............... 32
パケット数―受信パケット数 .......... 37
パケット数―復元パケット数 .......... 37
パケット数―ロスパケット数 .......... 36
パスワード ................................. 31, 34
パスワード（再確認）....................... 34

発信 .................................................. 28

E

Q

ひ

EULA（ソフトウェア使用許諾契約
書）................................................ 37

Q.931 .................................................31
QoS .....................................................5

H

R

H.239 ................................................ 30
H.239 レート割合 ............................. 30
H.245 ................................................ 31
H.460 .......................................... 31, 40
H239 ................................................. 36

RTP/RTCP.......................................32
RTP/RTCP 設定...............................31

ビットレート―受信 ......................... 36
ビットレート―送信 ......................... 36

ふ
ファイアウォール............................. 40
不明着信拒否 .................................... 29
プライマリー NTP サーバー ............ 33
「分割画面」モード ........................... 25

ほ
放送モード ................................. 25, 29
「ホーム」ボタン .............................. 16
ホストネーム .............................. 30, 35
ホストバージョン............................. 35
ホップ数 ........................................... 34

め
メニュー ........................................... 57
メニューの構成 ................................ 57
メンテナンス .................................... 35

ゆ
ユーザー番号 .................................... 31
ユーザー名 ....................................... 31

よ
曜日 .................................................. 35

り
リオーダー ....................................... 32
リオーダー・バッファ ..................... 32
リオーダー・バッファ値 .................. 32
履歴の利用 ....................................... 34
「履歴」ボタン .................................. 16

る
ルーター ........................................... 39

ろ

I
IP...................................................... 29
IP アドレス ................................ 30, 35
IP アドレス (LAN2).......................... 35
IP：モード ....................................... 29

L
LAN2 ............................................... 37
LAN2 使用時の制限 ......................... 37
LAN2 を使用する............................. 28
LAN―ゲートキーパーを
介しての接続 ................................ 39
LAN プリフィックス選択 ................ 28
LAN モード...................................... 31
LAN モード (LAN1) ......................... 36
LAN モード (LAN2) ......................... 36
LAN―ルーターを介しての接続 ...... 39
LAN―DHCP を使用しての接続...... 38
LAN―H.460 を使用した
ファイアウォール越えでの接続 ... 40
LAN―NAT 環境での接続............... 39
LAN―PPPoE による接続................ 41

M
MAC アドレス ................................. 36
MAC アドレス (LAN2)..................... 36
MTU サイズ..................................... 32

N

A

NAT................................................. 39
NAT 設定......................................... 31
NAT モード ..................................... 31
NTP ................................................. 33

AMX デバイスディスカバリー ........ 34
ARQ バッファリング時間 ................ 32

P

ログイン名 ....................................... 31

D
DHCP ............................................... 38
DHCP モード.................................... 30
DNS .................................................. 31
DNS セカンダリ ......................... 30, 31
DNS プライマリ ......................... 30, 31
DSCP ................................................ 33
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