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はじめに 
 

Yamaha CS-700ビデオサウンドコラボレーションシステムをお買い上げいただきありが

とうございます。このビデオサウンドコラボレーションシステムを利用すれば、一般的

なビデオコラボレーションアプリケーションとVOIPベースの独立した電話会議サポート

を使用して、ハドルルーム、つまり少人数向けの多目的会議室をあらゆる形式のマルチ

メディアユニファイドコミュニケーション用にプロビジョニングできます。Yamaha CS-

700製品は、ハドルルーム空間においてトップクラスのパフォーマンスを発揮できるよ

うにビデオとオーディオのパフォーマンスが最適化されているため、会話の一言一言を

確実に聴き取り、視覚的なあらゆるニュアンスを捉えることができます。 

CS-700ファミリーには以下のモデルがあります。 

 CS-700AV - オーディオ/ビデオ/管理モデル 

 CS-700SP - オーディオ/ビデオ/SIP/管理モデル 

 CS-700DL - オーディオ/ビデオ/コラボレーション/管理モデル 

 CS-700DS - オーディオ/ビデオ/コラボレーション/SIP/管理モデル 

モデルごとに機能または構成に違いがある場合、本ドキュメントではそれを明確に強調

して表記します。 

本書の表記について 

略称について 
本書ではそれぞれの製品について、以下のように略称で記載しています。 

• Yamaha CS-700：本製品 

• Microsoft® Windows®：Windows 

• macOS®：macOS 

商標について 
• Microsoft、Windowsは米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商

標です。 

• Mac、macOSは、Apple Inc.の登録商標です。 

• Chrome OSは、Google Inc.の商標または登録商標です。 
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• Bluetooth®は、Bluetooth SIGの登録商標でありヤマハはライセンスに基づき使

用しています。 

• NFCロゴ（N-Mark）は、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です。 

概要 

内容物とコンポーネントの概要 
ご購入いただいたシステムに応じて、以下の内容物が同梱されています。 

CS-700AV、CS-700SP CS-700DL、CS-700DS 

CS-700サウンド/カメラ本体 CS-700サウンド/カメラ本体 

壁面取付用ブラケット 壁面取付用ブラケット 

各地域の電源コード 各地域の電源コード 

電源 電源 

イーサネットケーブル イーサネットケーブル 

USBケーブル USBケーブル 

取扱説明書 取扱説明書 

 HDMIケーブル 

 

CS-700本体 

 

 

 

 

 

 

 

 

120°FoV

カメラ 

スピーカーエレメント 

ビームフォーミング 

マイク 

音量&ミュート制

御 

スピーカーエレメント 
カメラミュート 

Bluetoothペアリング&ス

テータス+NFCペアリング 

システム通話

ステータス 
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CS-700本体には、スピーカーエレメント4個、ビームフォーミングマイク4個、最適化さ

れた120°FoV HDカメラ、フロントパネル制御ボタン（音量アップ/ダウン、マイクミュ

ート、カメラミュート、Bluetoothペアリング、NFC Bluetoothペアリング）など、CS-7

00システムの主要なコンポーネントがすべて含まれています。システムステータスイン

ジケーターにはシステムの状態が表示されます。 

音量制御&ミュート 

スピーカーの音量は、音量アップ/ダウンボタンを使用して増減できます。マイクはミ

ュートボタンを使用してミュートにできます。ミュート/ミュート解除ボタンは、マイ

クが有効になっている場合にのみ機能します。 

ミュートのステータスは、マイクのミュートボタンに色で表示されます。マイクの3種

類のステータスがLEDの各色に対応しています。 

スピーカー/音量の状態 音量LEDの色 

スピーカー音量ボタンが有効 白色 

スピーカー音量ボタンが無効 消灯 

 

マイク/ミュートの状態 マイクLEDの色 

マイクが有効、ミュートがオフ 緑色 

マイクが有効、ミュートがオン 赤色 

マイクが無効 消灯 

 

カメラミュート 

アクティブなビデオ伝送が行われないように、カメラを「ミュート」にできます。カメ

ラミュートボタンを押すと、相手側にはカメラのビデオストリームの代わりに「一時停

止イメージ」が表示されます。 

カメラミュートのステータスは、カメラのミュートボタンに色で表示されます。ボタン

を押すかカメラのシャッターを閉じると、ボタンが赤色に点灯します。 

カメラのストリーミング状態 カメラミュートLEDの色 

カメラが有効、ミュートがオフ 緑色 

カメラが有効、ミュートがオン 赤色 

カメラが無効 白色 

カメラのソフトウェアをアップグレード

中 

赤色の遅い点滅 
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BluetoothインジケーターとNFCペアリング 

Bluetoothインジケーターは、CS-700がアクティブペアリングモードになっている場合

（青色の点滅）、またはローカルなBluetoothデバイスにアクティブに接続されている

場合（青色の点灯）にその状態を表示します。NFCペアリングインジケーターにより、B

luetoothデバイスはCS-700とNFCペアリングを実行できます。 

Bluetoothペアリング Bluetooth LEDの色 

Bluetoothが有効、接続なし 白色 

Bluetoothが初期化中 白色の遅い点滅 

システムソフトウェアを更新中 白色の速い点滅 

Bluetooth接続中 青色の遅い点滅 

Bluetoothペアリング中 青色の速い点滅 

Bluetoothが有効、アクティブな接続あり 青色の点灯 

Bluetoothサービスが無効 消灯 

 

Bluetooth NFCペアリング NFC LEDの色 

Bluetoothが有効 +  

NFCペアリングが有効 

白色 

Bluetoothサービス、NFCが無効 消灯 

 

システム通話ステータスインジケーター 

Yamahaロゴのすぐ下にあるシステム通話ステータスインジケーターには、CS-700が通話

中かどうかが常に表示されます。また、ハードウェア障害が検出された場合には、この

インジケーターが赤色に点灯します。以下の色が割り当てられています。 

Bluetooth NFCペアリング システムステータスLEDの色 

通話中（BT、VOIP）ではない、または 

USB接続はあるが 

ビデオ/オーディオストリームがない 

白色 

CS-700本体がオフまたは起動中 消灯 

通話中（BT、VOIP）、または 

USB接続とビデオ/オーディオストリーム

がどちらもアクティブ 

緑色 

通話が保留中 緑色の点滅 

ハードウェア障害を検出 赤色 
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システムを設置する 

CS-700本体は、本体に付属するブラケットを使用してハドルルームの壁に取り付けるよ

うに設計されています。ディスプレイに接する位置（通常は下）に設置することが推奨

され、会議室の机から25～45 cm上に取り付けるのが望ましいです。この位置に取り付

けることで、相手側に最適な視野で表示されます。 

CS-700本体をタッチスクリーンまたは電子ホワイトボードと一緒に使用する場合は、ス

クリーンのすぐ上に設置することが推奨されます。 

ブラケットを設置する 

適切なネジ4本を使用して、ブラケットを壁に取り付けます。左側のネジ2本と右側のネ

ジ2本の間隔はできる限り空けてください。ブラケットは、振動が発生しないように壁

面またはスペーサーにしっかり固定します。ディスプレイの下に取り付ける場合は、CS

-700本体が収まるよう十分なスペースを確保してください。取付時、壁からの距離は両

サイドに取り付けるスペーサーの数（0～2個）で調節できます。設置できる高さは最大

で床から2mです。ネジは必ず4本とも使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

なし、1個、2個 

≧95 mm 
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CS-700本体をブラケットの上に置く 

ブラケット前面の2本のフックとCS-700下部の穴の位置が一致するようにCS-700を配置

します。CS-700がフックにしっかりかかっていることを確認してください。 

 

CS-700を接続する 

ブラケットのフックの上にCS-700を正しく置いたら、電源ケーブルとUSBケーブルをCS-

700に接続します（下図を参照）。CS-700をWebブラウザで管理する場合は、該当するコ

ネクターにネットワークケーブルも接続します。 

ケーブルは付属の結束バンドでCS-700本体に固定してください。 

                                                                                       

 

 

-DS/-DL 
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ブラケットに本体を取り付ける 

すべてのケーブルを正しく接続して固定できたら、ブラケットの上でCS-700を後方に倒

し、ブラケットと密着させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体を固定する 

付属の小ネジでCS-700本体をブラケットに固定します。 
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システムをセットアップする 

コネクターはすべてCS-700本体の背面にあります。 

 

 

 

電源を接続する 

電源ケーブルの一端をCS-700バックパネルの電源コネクターに差し込みます。もう一方

の端を使用地域に適した電源延長ケーブルに接続し、そのケーブルを主電源に差し込み

ます。CS-700本体に継続して電力を供給するための電源ボタンはなく、電源接続が完了

するとすぐに起動シーケンスが始まります。 

 

AUX入力 

電源 

イーサネッ

トポート 

USBポート 

拡張 

マイク 

多目的USBポー

ト 
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コンピューターに接続する–USB 3.0 

付属するUSB 3.0ケーブルのType-B側の端子を、CS-700本体背面のUSB 3.0のマークが付

いたポートに差し込みます。 

ケーブルのもう一方の端を、サードパーティーのソフトフォン、ウェビナー、または会

議用アプリケーションを実行するコンピューターのUSB 3.0ポートに差し込みます。CS-

700のUSBケーブルは、接続するPCデバイスに直接差し込んでください。付属のケーブル

よりも長いUSB 3.0ケーブルが必要な場合は、使用する延長ケーブルがUSB 3.0に完全に

準拠しており、ビデオアプリケーション用に認定されていることを確認してください。

USB 3.0の認定延長ケーブルのリストは付録に記載されています。 

PCのUSBポートがUSB 3.0に対応していることを確認してください。CS-700のカメラは、

圧縮されていない1080pのHD画像をHD 3.0経由で送信します。 

ご注意： CS-700は、360pの低解像度で通信するUSB 2.0接続にも対応しています。

ビデオの品質に問題がある場合は、PC側のポートがUSB 3.0であることを確認し

てください。 

コンピューター側で新しいドライバーソフトウェアの検出とインストールが行われるこ

とがあります。その場合はインストールの完了を待ってから作業を続行してください。 

Windowsコンピューターをお使いの場合は、最適なオーディオ性能を得られるよう、付

録に記載された指示に従ってください。macOSまたはChrome OSデバイスをお使いの場合、

追加の構成は必要ありません。 

デバイスを選択する 

ご使用のOSで、既定のオーディオ再生・録音デバイスとして「Yamaha AudioVideo Devi

ce」を選択します。 

ご使用のユニファイドコミュニケーションアプリケーションで、ビデオデバイスとして

CS-700を選択します。 

システム管理用のIPネットワークに接続する 

CS-700の操作にネットワーク管理は必要ありません。USB接続のプラグアンドプレイ機

能だけでCS-700は十分に動作します。ただし、ネットワーク構成、Web-UIへのアクセス、

SNMP、SIP/VOIP接続（CS-700SL/CS-700DSモデル向け）などのネットワーク管理機能を

使用する場合は、IPネットワークへの接続が必要です。 
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イーサネットケーブルの一端を、本体下部のネットワーク接続ポートに差し込みます。

カチッと音がして固定されるまでイーサネットコネクターを押し込みます。イーサネッ

トケーブルのもう一方の端を、ネットワークアクセス用のジャックに差し込みます。CS

-700はPoEに対応していないため、電力は独立した電源から供給します。 

イーサネットケーブルを取り外す必要がある場合は、コネクターのレバーを押し下げて

ケーブルをゆっくりと引き抜きます。イーサネットケーブルを取り外す際に力を入れて

引き抜くと、ケーブルが破損して使用できなくなる可能性があります。 

IPアドレスを確認する 

CS-700へのIPアドレスの割り当ては、DHCPプロトコルを介して行われる場合と、CS-700

の直接構成を介して静的に行われる場合があります。 

DHCPを使用する場合、CS-700本体に割り当てられたIPアドレスは3つの方法で確認でき

ます。 

 音声によるIPアドレスの読み上げ。「音量アップ」ボタンと「Bluetooth」ボタ

ンを同時に5秒以上長押しします。CS-700本体に現在割り当てられているIPアド

レスが読み上げられます。アドレスが割り当てられていない場合は「No address 

found（アドレスが見つかりません）」という音声が流れます。 

 

 USBケーブルでPCを接続している場合は「サービスアプリケーション」を操作し

ます。サービスアプリケーションでは、CS-700本体の現在のIPアドレスとMACア

ドレスを確認できます。サービスアプリケーションはシステム管理者が使用しま

す。 

本機のIPアドレ

スは・・・ 
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 DHCPサーバーのリースIPアドレスリストと、MACアドレスとの関連付けを調べま

す。CS-700のMACアドレスがわかっている場合は、IPアドレスにマッピングされ

るCS-700本体のリモート管理対象がわかります。 

 

拡張マイクを接続する 

CS-700には、オプションとしてミュート制御機能付きの拡張マイクが1台付属します。C

S-700の所定のコネクターに拡張マイクを接続します。このポートでの動作が保証され

ているのはYamahaの拡張マイクのみです。付属の拡張マイクには7.50mのケーブルが含

まれています。 

ケーブル管理を使用する 

CS-700本体に接続されたケーブルを確実に固定できるように、背面カバーには付属の面

ファスナー式結束バンドを支えるくぼみがあります。ケーブルは結束してCS-700の背面

に固定できるため、ケーブルを本体にしっかりと接続できます。 

カメラの垂直角度を調整する 

CS-700は、カメラの垂直角度を手動で調整できます。この調整は本体の初回取付時に一

度行えば、机上および会議の参加者にカメラの画角を正確に合わせることができます。

カメラの左側にある調整穴に小型/中型のねじ回しを差し込んで押し付けたまま、カメ

ラアセンブリを希望の角度まで上下に回転させて調整します。カメラが回転すると、カ

メラ機構内部の機械的な戻り止めにより、カメラが所定の位置にロックされます。戻り

止めがはまるとカチッという音が聞こえます。 

 

カメラの角度調整 
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カメラの角度を調整する手順 

1. CS-700 USBケーブルを使用してPCを接続し、ローカルのPCカメラアプリケーショ

ンであるUC Softwareまたはサービスアプリケーションを起動します。 

2. UC Software/PCアプリケーション/サービスアプリケーションを使用して、CS-70

0のカメラをローカルのPC画面に表示します。これにより、ビデオ会議の相手側

に室内がどのように映るかがすぐにわかります。 

3. 前述した「カメラの垂直角度を調整する」の手順に従い、会議室の机の周りに集

まった参加者がうまく収まるように角度を調整します。参加者が映像の中央にバ

ランスよく収まるように調整してください。 

 

ご注意：カメラの角度は、ねじ回しのシャフトを使用し、カメラアセンブリを上下に回

して調整します。調整用のネジがあるわけではありません。 
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ユーザーインターフェース 
 

CS-700 

CS-700本体の前面には、音量アップ、音量ダウン、オーディオミュート、カメラミュー

ト、Bluetoothペアリング、Bluetooth NFCの各コントロールとインジケーターがありま

す。 

音量アップ/ダウンボタンはCS-700のサウンド出力を調節するもので、ボタンを押すと

調節後の音量に対応する「ビープ音」が鳴ります。 

CS-700は、USB接続が新しく行われるたびに、サウンドレベルが既定の値に設定されま

す。 

ミュートのステータスは、ミュートボタンに色で表示されます。 

 オーディオマイクミュートがオフの場合は緑色、オンの場合は赤色で表示されま

す。構成オプションとしてボタンが無効になっている場合、このボタンは消灯し

ています。 

 カメラミュートがオフの場合は緑色、オンの場合は赤色で表示されます。カメラ

が無効になっている場合はボタンが白色に点灯し、構成オプションとしてボタン

が無効になっている場合はボタンが消灯しています。 

CS-700のフロントパネルのオーディオコントロール（音量、ミュート）は接続されたコ

ンピューターのオペレーティングシステムと同期しているため、どちらの場所からでも

制御できます。詳細については、付録の「セッション制御機能の詳細」を参照してくだ

さい。 

 

Webユーザーインターフェース（Web-UI） 

CS-700は内部WebサーバーとWebベースのユーザーインターフェース（Web-UI）をサポー

トしており、標準的なWebブラウザを使用して本体の構成と操作を行えます。このイン

ターフェースはエンドユーザーではなくシステム管理者による使用を想定しているため、

IPネットワークインターフェースを介してのみ使用できます。Webブラウザのアドレス

バーにCS-700のIPアドレスを入力すれば、Webブラウザを使用してWeb-UIにアクセスで

きます。サポートされているブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla F

irefoxです。 
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CS-700のWeb-UI Webサーバーに接続すると、ログインページが表示されます。デバイス

にログインするにはパスワードが必要です。パスワードを変更したことがなければ、工

場出荷時のパスワードである7386が設定されています。 

 

一般に、タイムアウト期間が経過すると、ユーザーは自動的にWebインターフェースか

らログアウトされます。ただし、本体の構成に時間がかかることが予想される場合は、

ログインページのチェックボックスをオンにするとこのシステムの自動ログアウトが無

効になり、ログオフを明示的にトリガーするかWebブラウザのウィンドウを閉じるまで

ユーザーはログインしたままになります。 

ホーム画面 

Webインターフェースにログインするとホーム画面が表示されます。ホーム画面には、

システムステータス、メディア（USB、ストリーミング）ステータス、Bluetoothステー

タスなど、CS-700本体に関する現在のステータス情報が表示されます。 
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ホーム画面の「RESTART DEVICE」ボタンをクリックすると、デバイスの即時再起動を開

始できます。 

Web-UIではすべての画面の右上角にログアウト用のアイコンが表示されており、ユーザ

ーは本体からいつでもログオフできます。 

ページ上部のメニューバーから、Web-UIの各ページにアクセスできます。各アイコンに

マウスを合わせると、利用可能なオプションが表示されます。「SETTINGS」オプション

では本体の構成を行えます。「TOOLS」メニューではシステムのファームウェアをアッ

プグレードしたり、ログファイルや構成ファイルをアップロードまたはダウンロードし

たりできます。「SETTINGS」と「TOOLS」の各オプションについては、以降のセクショ

ンで詳しく説明します。 
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変更を適用するには、Webページ上の「SUBMIT」ボタンをクリックする必要があること

に注意してください。「SUBMIT」ボタンをクリックする前にそのページから離れると、

変更が失われます。 

SETTINGS 

Admin 

「Admin」タブでは、いくつかの管理パラメーターを設定できます。 

セキュリティ設定 

 

セキュリティ設定セクションでは、システムパスワードを変更できます。パスワードに

は4桁以上の数字を設定する必要があり、数字以外の文字は使用できません。有効なパ

スワードを入力したら、入力ミスや望まない変更を防ぐためにもう一度パスワードを入

力する必要があります。 
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「System name」では、MACアドレスの代わりに使用するCS-700本体のレポート名を変更

できます。 

「Require HTTPS」をオンにすると、WebインターフェースがHTTPからHTTPSに切り替わ

ります。CS-700デバイスは認定済みのセキュリティ証明書を持たないため、HTTPSを使

用する場合には、安全でない可能性のある接続であるという警告がWebブラウザに表示

されることに注意してください。 

「Enable telnet access」をオンにすると、CS-700にTelnetインターフェースが表示さ

れます。この設定を変更するにはCS-700本体をリブートする必要があります。Telnetア

クセス用のユーザー名とパスワードは、それぞれroomcontrolとYamaha-CS-700になり

ます。 

FRONT PANEL SETTINGS 

CS-700のフロントパネルのコントロールボタンはすべて、このセクションのチェックボ

ックスを使用して個々に有効/無効を切り替えることができます。各設定のチェックボ

ックスをオフにすると、対応するフロントパネルボタンとLEDが無効になります。 
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POWER SAVING SETTINGS 

CS-700本体は、アイドル状態が検出されると自動的に省電力モードに入り、動作が検出

されると電力を再度供給します。この機能は「Enable power saving mode」チェックボ

ックスで制御します。省電力設定を有効にすると、ユーザーはシステムが省電力モード

に入るまでの時間（分単位）を選択できます。この機能には、初期設定で20分の省電力

時間が設定されています。 

CS-700は、AUX入力またはUSB接続で動作が検出されるか、ボタンが押されると省電力モ

ードから復帰します。システムの復帰には10秒ほどかかります。 

CS-700SPまたはCS-700DSバージョンでSIPインターフェースが構成されている場合は、

ネットワークおよびSIPインターフェースの要件により、本体はスリープモードになり

ません。 
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SNMP SETTINGS 

「Enable SNMP」チェックボックスをオンにしてこの機能を有効にすると、CS-700はSNM

P MIBイベント（トラップ）を報告し、SNMPポーリングにステータス更新を提供します。

SNMPサーバーのIPアドレスを入力してプロセスを完了してください。SNMP MIBおよびサ

ポートされているトラップの詳細については、付録を参照してください。 

 

DEPLOYMENT SERVER SETTINGS 

「DEPLOYMENT SERVER SETTINGS」では、リブート時に構成データおよびファームウェア

のアップグレードをCS-700に自動的にダウンロードする方法を指定できます。 

初期設定では、DHCPオプション66およびDHCPオプション150を使用した展開サーバーの

自動サーバー検出をサポートするように設定されています。 
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展開サーバーが有効で自動サーバー検出が無効になっている場合、CS-700が起動時に構

成データをダウンロードするプライマリ（およびセカンダリ）展開サーバーに静的に入

ることができます。 

DHCPオプション66を使用する場合、戻り値にはTFTPアドレスまたはHTTPアドレスを指定

できます。オプション150の場合は、TFTPサーバーまたはHTTPアドレスのリストを返す

ことができます。静的なサーバーアドレスを使用する場合は、TFTPアドレスまたはHTTP

アドレスを指定できます。 

展開サーバーを使用する場合、CS-700は指定された場所にある<<本体のMACアドレス>>.

xmlという名前のファイルを検索します。構成例および利用可能な構成パラメーターの

リストは、リモート構成のセクションを参照してください。 

「Provisioning interval」には、可能な構成変更をシステムが再確認する時間間隔を

指定できます。この間隔は、1分から31日（44,640分）までの間で設定できます。初期

設定では24時間（1,440分）に設定されています。「Provisioning interval」に指定し

た時間が経過して構成ファイルの変更が確認された場合（構成に含まれるファームウェ

アの更新も含む）、CS-700は新しい構成ファイルを使用してシステムのリブートと再起

動を行います。再構成とリブートは、進行中のセッションが終了してCS-700がアイドル

状態に戻ったときにのみ行われます。 
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Audio 

「SETTINGS」メニューの「Audio」セクションでは、CS-700のオーディオに関する動作

を管理できます。 

 

「Equalizer」設定では、定義済みのスピーカーイコライゼーションのリストからいず

れかを選択できます。利用可能な選択肢は、「Voice Enhance」、「Bass Boost」、「T

reble Boost」です。 

「High pass filter」はマイクに影響する設定であり、この機能を使用すると、室内の

低周波数ノイズをフィルターで除去できます。「High pass filter」は無効にするか

（「None」）、「110Hz」、「140Hz」、「175Hz」、または「225Hz」のいずれかの周波

数に設定できます。 

「TV AUDIO-IN SETTINGS」では、AUX入力の入力サウンドソースのゲインコントロール

を行えます。初期設定では自動ゲインコントロールに設定されています。マニュアルゲ

インを有効にすると、-12dBから+40dBの間で定義済みのゲインレベルを選択できます。 
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Bluetooth 

 

「Enable Bluetooth」チェックボックスを使用すると、すべてのBluetooth機能をシス

テム全体で制御できます。このチェックボックスをオフにすると、CS-700へのBluetoot

h通信がシャットダウンされ、フロントパネルのBluetoothとNFCのインジケーターボタ

ンが無効になります。初期設定ではBluetoothが有効になっています。 

「Enable NFC」チェックボックスを使用すると、NFCペアリング機能を制御できます。

このチェックボックスをオフにすると、フロントパネルのNFCインジケーターボタンに

関連付けられたNFCペアリング機能が無効になります。初期設定ではNFCが有効になって

います。 

「Device name」では、Bluetooth Basic Rateのアドバタイズされたデバイス名を変更

できます。既定値は、Yamaha cs-700 <当該デバイスのMAC>です。 

「Pairing pin」には、ペアリングに使用するBluetooth Basic Rateの4桁のPINを設定

します。初期設定では「0000」に設定されています。 

「Pairing and connection timeout」設定では、Bluetooth Basic Rateのペアリングモ

ードと接続モードのタイムアウトを秒単位で制御できます。この時間が経過すると、ペ

アリングモードまたは接続モードが終了します。値「0」は、タイムアウトなしを意味

します。既定値は60秒です。 
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Camera 

 

Web-UIには、カメラの現在の「Pan」、「Tilt」、「Zoom」（PTZ）設定の情報が表示さ

れます。これらの設定を変更することはできません。PTZ設定を変更するには、本書で

後述するサービスアプリケーションを使用するか、カメラ制御機能のあるUCアプリケー

ションを使用します。 

CS-700の「Pan」設定と「Tilt」設定は、「Zoom」を1よりも大きな値に設定した場合の

み効果を発揮することに注意してください。 

「Zoom」設定を使用すると、カメラのズームを既定値から約2.25倍まで電子的に調節で

きます。 

初期設定では「Pan」と「Tilt」が「0」に、「Zoom」が「1」に設定されています。 

「SET PTZ HOME TO ACTIVE POSITION」ボタンをクリックすると、「Pan」/「Tilt」/

「Zoom」の現在の設定がカメラのホームポジションとして保存されます。CS-700は、US

B接続が再確立されるたびにこのポジションに戻ります。 

「RETURN TO PTZ HOME」をクリックすると、アクティブなPTZ設定がPTZのホーム設定に

リセットされます。 
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Network 

 

「Network」セクションでは、CS-700のIP構成を指定できます。初期設定では、DHCPが

有効に設定されており、追加のIP設定は必要ありません。ただし、静的IPアドレスを割

り当てる場合は、「Enable DHCP」をオフにして静的IPのパラメーターを入力できます。 
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AUTHENTICATION SETTINGS 

 

「AUTHENTICATION SETTINGS」には、CS-700で802.1x認証を有効にするためのオプショ

ンが用意されています。802.1x認証を有効にするには、「Enable 802.1x authenticati

on」チェックボックスをオンにします。サポートされている認証タイプはMD5とProtect

ed EAP（保護された拡張可能認証プロトコル）です。 

認証プロセスを完了するにはユーザー名とパスワードが必要です。Protected EAP（保

護された拡張可能認証プロトコル）を選択した場合、サーバー側の公開鍵証明書をCS-7

00にアップロードする必要があります。 
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Region 

 

「Region」メニューの「Time zone」設定では、CS-700のタイムゾーンを選択し、ネッ

トワーク管理とロギングでレポートされる日時を管理できます。初期設定は「GMT」で

す。 

 

TIME SETTINGS 
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「TIME SETTINGS」セクションでは、使用する日付の形式を選択できます。日付は「MM/

DD/YYYY」、「DD/MM/YYYY」、または「YYYY/MM/DD」として設定できます。時刻表示は2

4時間形式と12時間形式で切り替えることができます。初期設定では「MM/DD/YYYY」、1

2時間形式に設定されています。 

CS-700は、NTP時刻情報を提供するネットワークタイムサーバーを4台までサポートしま

す。これらはローカルサーバーでもネットワークサーバーでも構いません。 

Region：DAYLIGHT SAVING SETTINGS 

 

「DAYLIGHT SAVING SETTINGS」では、夏時間の有効/無効を切り替えることができます。

有効にする場合は、開始日時と終了日時のルールを指定する必要があります。初期設定

では、米国夏時間が構成され、有効になっています。 
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TOOLS 

管理インターフェースの「TOOLS」セクションでは、データのインポートとエクスポー

ト、構成のリセット、ファームウェアバージョンのアップグレード、ログファイルのダ

ウンロードを行えます。 

Update 

 

「Update」では、ローカルPC上のイメージバンドルを使用してCS-700のデバイスファー

ムウェアをアップグレードできます。アップグレードには有効なファームウェアファイ

ルのみ使用できます。最新のファームウェアはhttps://uc.yamaha.com/products/video-so

und-bar/huddle-room-system/からダウンロードできます。 

ファイルをこのページにドラッグアンドドロップするか、ボックスをクリックして表示

されるファイルブラウザでファームウェアファイルを選択します。 

ファームウェアファイルが識別されたら、「UPDATE FIRMWARE」ボタンをクリックして

アップグレードを開始できます。アップグレードが完了すると、デバイスが再起動され

て起動チャイムが鳴ります。リブートの完了には数分かかります。 

 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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Configuration 

 

「Configuration」ページでは、CS-700の現在の構成をエクスポートしたり再インポー

トしたりできます。この機能は、複数のCS-700デバイスで同じ構成を共有する場合に特

に役立ちます。最初のCS-700を完全に構成し、他のCS-700デバイス用の最適な参照構成

としてエクスポートできます。それ以降のCS-700本体は、オリジナルの構成ファイルを

再インポートすることで最適な構成を「複製」できます。構成パラメーターについては、

本書のプロビジョニングのセクションを参照してください。 

構成のどの設定を初期設定にリセットするかを選択し「RESET DEFAULTS」ボタンをクリ

ックすることで、システムの初期設定を細かく設定して復元できます。「Restore fact

ory defaults」をオンにすると、すべての設定が元どおりに復元されます。 
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Logs 

 

「Logs」セクションでは、CS-700から分析用のロギング情報をダウンロードできます。

初期設定では、詳細なロギングは無効になっており、必要もありません。一般に、ロギ

ング情報へのアクセスが必要になるのは、接続されたUSBデバイスに環境の問題が発生

し、通常、カスタマーサポートと問題を共有する場合のみです。 
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サービスアプリケーション 
 

CS-700デバイスの構成と管理は、USBで接続されたPCから「サービスアプリケーション」

と呼ばれるソフトウェアクライアントを使用して行うこともできます。サービスアプリ

ケーションを使用すると、ローカルに接続されたコンピューターからUSBケーブルを介

してCS-700の構成および操作パラメーターにアクセスできます。この場合、ネットワー

クIPリンクは必要なく、接続を解除しても構いません。 

サービスアプリケーションは、IPを介してリモートでアクセスするのではなく、システ

ムを直接管理することを選択するCS-700のインストールチームおよびシステム管理者向

けに設計されています。また、サービスアプリケーションはCS-700システムに直接接続

している間のメンテナンスタスクにも使用できます。その他にも、カメラの「Pan」、

「Tilt」、「Zoom」設定やホーム設定を調節することもできます。 

サービスアプリケーションの機能の範囲については、以降のセクションで説明します。 

インストールと構成 

Windowsにインストールする場合は、サービスアプリケーションのインストーラーをhtt

ps://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/からダウンロードしま

す。 

インストーラーアプリケーションを実行すると、まずライセンス契約への同意を求める

ダイアログが表示されます。契約内容を読み、同意する場合は下の「I accept the agr

eement」を選択してインストールを続行します。ライセンス契約の条件に同意しない場

合は、インストールプロセスをキャンセルし、インストーラーアプリケーションのすべ

てのコピーを削除してください。 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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次に、アプリケーションのインストール先のパスを確認するダイアログが表示されます。

パスを確認し、必要であればアプリケーションをインストールする場所を指定して「Ne

xt」をクリックします。 

 

次の画面で、デスクトップショートカットが必要かどうかを選択します。 
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最後に選択した内容を確認し、インストールプロセスを開始します。 
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サービスアプリケーションを使用するには、USBインターフェース用の追加デバイスド

ライバーが必要なため、以下の確認画面が表示されます。 

 

最後に、ヘルプ情報が記載されたウィンドウが表示されます。 
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インストールが正常に完了すると完了のメッセージが表示されます。 
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サービスアプリケーションを使用する 

サービスアプリケーションではWebユーザーインターフェースと同様の機能を使用でき

ます。ただし、領域によっては使用できる機能が少ないもの（ネットワーク管理など）

や多いもの（ビデオコントロールなど）があります。サービスアプリケーションで使用

できる機能については、以降のセクションを参照してください。 

起動 

サービスアプリケーションを起動すると、起動ウィンドウが表示されます。アプリケー

ションウィンドウの下部に、USB接続の現在のステータスが表示されます。 

 

CS-700デバイスが接続された状態でUSB接続が検出されていない場合は、システムにア

クセスするためのパスワードが要求されます。パスワードはユーザーインターフェース

に使用するものと同じであり、初期設定では7386が設定されています。 
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サービスアプリケーションからCS-700デバイスにログインすると、「Home」タブに本体

のステータス情報が表示されます。 
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Admin 

「Settings」メニューの「Admin」エリアでは、システムパラメーターを設定できます。 

 

パスワードを変更するには、4桁以上の数字で新しいパスワードを入力します。それ以

外の文字はパスワードに使用できません。有効なパスワードを入力したら、入力ミスや

望まない変更を防ぐためにもう一度パスワードを入力する必要があります。 

「System name」では、MACアドレスの代わりに使用するCS-700本体のレポート名を変更

できます。 

CS-700のフロントパネルのコントロールボタンはすべて、このセクションのチェックボ

ックスを使用して個々に有効/無効を切り替えることができます。各設定のチェックボ

ックスをオフにすると、対応するフロントパネルボタンとLEDが無効になります。 

CS-700本体は、アイドル状態が検出されると自動的に省電力モードに入り、動作が検出

されると電力を再度供給します。この機能は「Enable power saving mode」チェックボ
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ックスで制御します。省電力設定を有効にすると、ユーザーはシステムが省電力モード

に入るまでの時間（分単位）を選択できます。この機能には、初期設定で20分の省電力

時間が設定されています。 

CS-700は、AUX入力またはUSB接続で動作が検出されるか、ボタンが押されると省電力モ

ードから復帰します。システムの復帰には10秒ほどかかります。 

CS-700SPまたはCS-700DSバージョンでSIPインターフェースが構成されている場合は、

ネットワークおよびSIPインターフェースの要件により、本体はスリープモードになり

ません。 

Audio 

「Settings」メニューの「Audio」エリアでは、デジタルシグナルプロセッサ（DSP）の

設定を変更できるほか、補助入力（TZオーディオ）のゲインを調節できます。 
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「Equalizer」設定では、定義済みのスピーカーイコライゼーションのリストからいず

れかを選択できます。利用可能な選択肢は、「Voice enhance」、「Bass boost」、「T

reble boost」です。 

「High pass filter」はマイクに影響する設定であり、この機能を使用すると、室内の

低周波数ノイズをフィルターで除去できます。「High pass filter」は無効にするか

（「None」）、「110Hz」、「140Hz」、「175Hz」、または「225Hz」のいずれかの周波

数に設定できます。 

「TV Audio In Settings」では、AUX入力の入力サウンドソースのゲインコントロール

を行えます。初期設定では自動ゲインコントロールに設定されています。マニュアルゲ

インを有効にすると、-12dBから+40dBの間で定義済みのゲインレベルを選択できます。 

ご注意： AUX入力ポートで受信した信号は、USB出力ストリームにはミックスされま

せん。CS-700のサウンドバーアプリケーションをサポートするスピーカーを使用

して、室内でのみ再生できます。 
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Bluetooth 

「Settings」メニューの「Bluetooth」エリアでは、Bluetooth接続に関する設定を行え

ます。 

 

「Enable Bluetooth」チェックボックスを使用すると、すべてのBluetooth機能をシス

テム全体で制御できます。このチェックボックスをオフにすると、CS-700へのBluetoot

h通信がシャットダウンされ、フロントパネルのBluetoothとNFCのインジケーターボタ

ンが無効になります。初期設定ではBluetoothが有効になっています。 

「Device name」では、Bluetoothのアドバタイズされたデバイス名を変更できます。既

定値は、Yamaha CS-700:<当該デバイスのMACの最後の4文字>です。 

「Pairing PIN」には、ペアリングに使用するBluetooth Basic Rateの4桁のPINを設定

します。初期設定では「0000」に設定されています。 
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「Pairing and connection timeout」設定では、Bluetooth Basic Rateのペアリングモ

ードと接続モードのタイムアウトを秒単位で制御できます。この時間が経過すると、ペ

アリングモードまたは接続モードが終了します。値「0」は、タイムアウトなしを意味

します。既定値は60秒です。 

「Enable NFC」チェックボックスを使用すると、NFCペアリング機能を制御できます。

このチェックボックスをオフにすると、フロントパネルのNFCインジケーターボタンに

関連付けられたNFCペアリング機能が無効になります。初期設定ではNFCが有効になって

います。 

「Enter Pairing Mode」をクリックすると、Yamaha CS-700のBluetooth情報のブロード

キャストが開始され、別のBluetoothデバイスからも確認できるようになります。「Exi

t Pairing Mode」をクリックすると、Bluetooth情報のブロードキャストが終了します。

「Unpair All Devices」をクリックすると、それまでにペアリングされたデバイスのBl

uetooth情報がすべて削除されます。 

Camera 

「Camera」タブでは、CS-700の電子的な「Pan」/「Tilt」/「Zoom」の設定を行えます。

「Pan」設定と「Tilt」設定は、カメラがズームインしているときだけ機能します。「Z

oom」には1～22、「Tilt」には-18～+18、「Pan」には-30～+30の値を設定できます。

「Zoom」を最大値の22に設定すると、カメラの画角は45°になります。 

十分な設定ができたら、その設定をPTZホームとして保存できます。PTZホームの設定は、

CS-700への新しいUSB接続が行われるたびに自動的に適用されます。「Go to PTZ Home」

をクリックすると、保存されたPTZホームの値にカメラが復元されます。 

最後に、「Power line frequency for anti-flicker」の設定では、電力線の周波数を

選択できます。蛍光灯を使用している環境では、電源周波数に合わせて1秒あたりの送

信フレーム数を調整しておかないと、CS-700の画像がちらつくことがあります。 
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Network 

「Network」セクションでは、CS-700のIP構成を指定できます。初期設定では、DHCPが

有効に設定されており、追加のIP設定は必要ありません。ただし、静的IPアドレスを割

り当てる場合は、「Enable DHCP」をオフにして静的IPのパラメーターを入力できます。 
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Update 

「Update」セクションでは、Yamaha CS-700のファームウェアを更新できます。「Selec

t firmware」をクリックし、ファームウェアファイルが保存されている場所に移動して

該当のファイルを選択します。 

USBを使用したファームウェアファイルのアップロードには数分かかり、画面の下部に

進行状況のインジケーターが表示されます。 
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Configuration 

「Configuration」タブでは、CS-700の構成情報をエクスポートしたりインポートした

りできます。この機能は、複数のCS-700デバイスで同じ構成を共有する場合に特に役立

ちます。最初のCS-700を完全に構成し、他のCS-700デバイス用の最適な参照構成として

エクスポートできます。それ以降のCS-700本体は、オリジナルの構成ファイルを再イン

ポートすることで最適な構成を「複製」できます。構成パラメーターについては、本書

のプロビジョニングのセクションを参照してください。 

構成のどの設定を初期設定にリセットするかを選択し「Reset Defaults」ボタンをクリ

ックすることで、システムの初期設定を細かく設定して復元できます。「Restore fact

ory defaults」をオンにすると、すべての設定が元どおりに復元されます。 

「Restart」を選択すると、本体がリブートされます。 
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Logs 

「Logs」セクションでは、CS-700から分析用のロギング情報をダウンロードできます。

一般に、ロギング情報へのアクセスが必要になるのは、接続されたUSBデバイスに環境

の問題が発生し、通常、Yamahaカスタマーサポートと問題を共有する場合のみです。 
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基本的な操作 

USB接続によるビデオ会議–BYOD（Bring Your Own Device、個人

所有デバイスの持ち込み） 

1. 一般的なユニファイドコミュニケーション（UC）ソフトウェアでCS-700を使用する

には、USB 3.0対応ポートを使用してCS-700のメインUSBケーブルにお使いのコンピ

ューターを接続し、コンピューター上でYamaha CS-700オーディオデバイスとYamaha 

CS-700カメラを選択します。 

2. UCソフトウェアにログインしてビデオ会議セッションを確立します。 

3. 音量の調節はコンピューターのオペレーティングシステムで行うことも、CS-700の

フロントパネルで直接行うこともできます。 

4. コントラストや明るさなどのカメラ設定の調節は、UCソフトウェアの構成メニュー

から行います。 

5. Display Link搭載モデル（CS-700DLおよびCS-700DS）では、コンピューター側にDis

play Linkテクノロジ用のドライバーが必要です。ドライバーはdisplaylink.comか

らダウンロードできますが、BYODコンピューター用の一般的な企業向けソフトウェ

アロードには大抵含まれています。ドライバーがダウンロードされると、Display L

inkで接続されたディスプレイが、コンピューターのオペレーティングシステムのデ

ィスプレイコントロールメニュー内に利用可能なディスプレイとして新たに表示さ

れます。 

USB接続によるビデオ会議–DIR（Device in Room、室内デバイス） 

会議室内で永続的に接続されたデバイスを使用してCS-700を使用するには、上のBYODセ

クションで説明した手順の2～4を実行します。組織のIT部門は、指示に従い、設置され

たコンピューターをインストールプロセス中にプリロードすることになります。通常、

DIRを利用したユースケースでDisplay Linkを使用することはありません。 

ビデオ映像を制御する 

ユニファイドコミュニケーション（UC）アプリケーションの中には、カメラ設定の変更

をサポートしているものがあります。CS-700はパン、チルト、ズームなどに加え、明る

さ、コントラスト、バックライト補正などの設定にも対応しています。UCアプリケーシ

ョンを使用してこれらの設定を変更した場合、USB接続が中断されると、CS-700は初期

設定値と「PTZホーム」設定に戻ります。CS-700を使用するために会議室に入った新し

いユーザーは、初期設定値に戻ったシステムを使用することになります。 
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Bluetoothのペアリングとアクティブ化 

CS-700のフロントパネルにあるBluetoothボタンを、青色に点滅するまで長押しします。

青色の点滅はペアリングモードが始まったことを示します。ペアリングモードになった

ら、手元のデバイスに表示される「Yamaha CS-700 <MACアドレス>」（またはシステム

管理者によって割り当てられた名前）からのペアリングリクエストを承認します。ペア

リングか完了するとCS-700のBluetoothボタンが青色に点灯し、アクティブなBluetooth

接続があることを示します。 

このとき、Bluetooth接続されたデバイスから受信したオーディオはCS-700のスピーカ

ーにリダイレクトされ、CS-700に接続された別のオーディオソース（USBベースオーデ

ィオなど）に自動的にミックスされます。マイクアレイからのオーディオ入力はモバイ

ルデバイスにリダイレクトされます。 

Bluetooth接続は、以下のいずれかの操作が行われるまで維持されます。 

 ユーザーがモバイルデバイスからの接続を解除する。 

 ユーザーがBluetooth信号の範囲外に移動する。 

 ユーザーがこの接続を介したデータ転送を停止し、接続がタイムアウトする。 

ご注意：接続のタイムアウトは、Web-UIまたは構成ファイルを使用して設定する構成可

能なパラメーターです。「0」に設定した場合、データが転送されなくても接続が解除

されることはありません。 

AUX入力オーディオのサポート 

TVモードのディスプレイなど、CS-700をルームスピーカーシステムとして使用するには、

本体背面にある3.5mmの標準ステレオジャックコネクターを使用してオーディオソース

を接続します。初期設定ではゲインが自動的に調整され、サウンドレベルは音量アップ

/ダウンコントロールで調節します。ゲインはWeb-UI、サービスアプリケーション、ま

たは構成ファイルを使用して、手動で設定することもできます。  
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CS-700を構成する 
 

このセクションでは、CS-700デバイスの構成方法について詳しく説明します。ここに記

載された情報は一般的なものであり、CS-700の構成設定にアクセスして固有の情報を入

力する方法を詳しく説明しています。 

 

CS-700を構成する方法は3つあります。IPネットワークを介してWeb-UIから行う方法、U

SBで接続されたローカルPC上のサービスアプリケーションを使用する方法、DHCPオプシ

ョン66または150を使用してプロビジョニングサーバーとプロビジョニングファイルを

介して行う方法です。 

Webユーザーインターフェースを使用して構成する 

Web-UIのセクションを参照し、必要な構成メニューをすべて実行して希望する構成を行

ってください。構成を変更したら、別のメニューページに移動する前に必ず「SUBMIT」

をクリックしてください。クリックする前にそのページから離れると、変更が失われま

す。 

希望する構成変更をすべて行って「SUBMIT」をクリックしたら、後で使用できるように

システム構成を外部ファイルにエクスポートします。エクスポートしたファイルは現在

のシステムを復元したり、他のシステムのインストール時にベースライン構成として使

用したりできます。 

構成変更をすべて実行したら、デバイスをリブートすることをおすすめします。 

サービスアプリケーションを使用して構成する 

サービスアプリケーションのセクションを参照し、構成メニューをすべて実行して希望

する構成を行ってください。 

構成変更をすべて実行したら、デバイスをリブートすることをおすすめします。 

プロビジョニングサーバーを使用して構成する（オプション66） 

オプション66を使用すると、TFTPサーバーからIPデバイスの構成をダウンロードできま

す。有効なIPデバイスが起動すると、DHCPサーバーにIPアドレスのリクエストが送信さ

れます。DHCPサーバー上で構成されているとおり、IPアドレスに加えて追加情報がDHCP

サーバーからデバイスに返信されます。オプション66は、TFTPサーバーまたはHTTPサー

バーのアドレスまたはホスト名をデバイスに提供できる構成項目です。 

HTTPサーバーは次のように構成します。 
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http://<サーバーアドレス> 

FTPサーバーは次のように構成します。 

ftp://<サーバーアドレス>/user=”<ユーザー名>”&pass=”<パスワード>” 

<ユーザー名>と<パスワード>は、TFTPサーバーへのアクセスに必要なユーザー名

とパスワードです。 

CS-700がサーバーのアドレス情報を受け取ると、CS-700は起動中にそのサーバー上の構

成ファイルにアクセスしてデバイスを自動構成しようとします。特定のCS-700デバイス

の構成ファイルは、<デバイスのMACアドレス>.xmlという名前にする必要があります。 

CS-700に以前入力された構成がある場合は、構成ファイルから提供される構成データに

よって上書きされます。 

利用可能なパラメーターとその簡単な説明のリストを本書の後のセクションに掲載して

います。また、構成ファイルの例も合わせて記載しています。 

プロビジョニングサーバーを使用して構成する（オプション150） 

オプション150を使用すると、TFTPサーバーのリストからIPデバイスの構成をダウンロ

ードできます。IPデバイスが起動すると、DHCPサーバーにIPアドレスのリクエストが送

信されます。DHCPサーバー上で構成されているとおり、IPアドレスに加えて追加情報が

DHCPサーバーからデバイスに返信されます。オプション150は、TFTPサーバーまたはHTT

Pサーバーのアドレスまたはホスト名のリストをデバイスに提供できる構成項目です。 

HTTPサーバーは次のように構成します。 

http://<サーバーアドレス> 

FTPサーバーは次のように構成します。 

ftp://<サーバーアドレス>/user=”<ユーザー名>”&pass=”<パスワード>” 

<ユーザー名>と<パスワード>は、TFTPサーバーへのアクセスに必要なユーザー名

とパスワードです。 

CS-700がこれらのサーバーのアドレス情報を受け取ると、CS-700は起動中にこれらのサ

ーバー上の構成ファイルにアクセスしてデバイスを自動構成しようとします。特定のCS

-700デバイスの構成ファイルは、<CS-700のMACアドレス>.xmlという名前にする必要が

あります。 
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この電話に以前入力された構成がある場合は、構成ファイルから提供される構成データ

によって上書きされます。 

ファイルをプロビジョニングする 
プロビジョニングファイルはxml形式です。ファイルの構文は次のようになります。 

<provisioning [include=”{インクルードファイルのコンマ区切りリスト}”]> 

 [<config {構成パラメーターのリスト} />] 

 [<firmware version=”{ファームウェアのバージョン}”>{ファームウェアのフ

ァイル名}</firmware>] 

</provisioning> 

[]はオプションパラメーターを表し、{}は提供されるコンテンツの説明を表しています。 

「config」タグにはデバイスに関するすべての構成設定が含まれ、「firmware」タグに

は最新のファームウェアのバージョンとファームウェアのファイル名が含まれます。 

デバイス構成ファイルの例 

ファイル名：MACアドレスがF0:DE:F1:A0:64:E6のCS-700のファイル名はF0DEF1A064E6.xml

になります。ファイル名に含まれる文字はすべて大文字でなければならないことに注意

してください。 

<provisioning include="enterprise.xml, department.xml"> 

  <config 

 sys.password="1234" 

/> 

</provisioning> 

インクルードファイル 

ファイル名：enterprise.xml 

<provisioning> 

 <firmware version="1.0.0.180">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

<config 

audio.eq="0" 

audio.def-speaker-volume="5"  

audio.high-pass-filter="3" 

/> 

</provisioning> 
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ファイル名：department.xml 

<provisioning> 

 <config 

net.ntp1="0.pool.ntp.org" 

net.ntp2="1.pool.ntp.org" 

sys.provisioning-interval="1440" 

sys.dst-enabled="1" 

sys.dst-start-rules="3:2:1:2" 

sys.dst-end-rules="11:1:1:2" 

sys.time-zone="6" 

sys.twenty-four-hour-time="0" 

sys.date-format="MM/DD/YYYY" 

/> 

</provisioning> 

 

ファイルパラメーターをプロビジョニングする（全モデル） 

次の表に、CS-700のプロビジョニングファイルの一部として指定できる属性を示します。

これらはすべてのモデルに適用されます。特定の属性を指定せず、デバイスにも値が設

定されていない場合は、既定値が使用されます。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

sys.systemname テキスト システム名の文字列。 

既定値はMACアドレスに連結さ

れた製品名 

製品名とMACア

ドレス 

システム名を指定します。 

sys.md5-passwor

d 

テキスト パスワードの文字列。 7386 デバイスの管理者パスワード。MD5サムとして保存されま

す。 

sys.enable-btn-

camera 

ブール値 0：ボタンを無効にする 

1：ボタンを有効にする 

1 本体のカメラボタンを有効/無効にします。 

sys.enable-btn-

audio 

ブール値 0：ボタンを無効にする 

1：ボタンを有効にする 

1 本体のマイクミュートボタンを有効/無効にします。 

sys.enable-btn-

volume 

ブール値 0：ボタンを無効にする 

1：ボタンを有効にする 

1 本体のスピーカー音量ボタンを有効/無効にします。 

sys.enable-btn-

bluetooth 

ブール値 0：ボタンを無効にする 

1：ボタンを有効にする 

1 本体のBluetoothボタンを有効/無効にします。 

sys.enable-led-

call 

ブール値 0：LEDを無効にする 

1：LEDを有効にする 

1 本体の通話状態LEDを有効/無効にします。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

sys.region INDEXED_ 

OPTION 

1：アルゼンチン 

2：オーストラリア 

3：ベルギー 

4：ブラジル 

5：カナダ 

6：チリ 

7：中国 

8：コスタリカ 

9：フランス 

10：ドイツ 

11：香港 

12：インド 

13：イスラエル 

14：イタリア 

15：日本 

16：マレーシア 

17：メキシコ 

18：ニュージーランド 

19：シンガポール 

20：南アフリカ 

21：台湾 

22：英国 

23：米国（既定値） 

24：ベネズエラ 

23 デバイスを使用する地域。インデックスで設定します。既定

値は米国（23）です。 

sys.dst-enabled ブール値 0：DSTを無効にする 

1：DSTを有効にする 

1 指定した夏時間（DST）ルールに応じて、時刻を自動的に調

整できるようにします。有効にする場合はDSTルールを指定

する必要があります。無効にするとDSTが自動的に調整され

ません。 

sys.dst-start-r

ules 

テキスト 文字列の形式：月:週:曜日:時

間 

既定値は米国夏時間 

3:2:1:2 夏時間を開始する月、週、曜日（日曜 = 1、土曜 = 7）、時

間を指定します。既定値は米国の夏時間ルールである3月第2

日曜午前2時です。 

sys.dst-end-rul

es 

テキスト 文字列の形式：月:週:曜日:時

間 

11:1:1:2 時刻を変更する月、週、曜日（日曜 = 1、土曜 = 7）、時間

を指定します。既定値は米国の夏時間ルールである11月第1
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

既定値は米国夏時間 日曜午前2時です。 

sys.time-zone INDEXED_ 

OPTION 

0：-11:00米領サモア 

1：-10:00ハワイ 

2：-9:00アラスカ 

3：-8:00太平洋標準時 

4：-7:00山地標準時 

5：-6:00中部標準時 

6：-5:00東部標準時 

7：-4:30カラカス 

8：-4:00大西洋標準時 

9：-3:30ニューファンドラン

ド 

10：-3:00ブラジル/アルゼン

チン 

11：-2:00中央大西洋 

12：-1:00アゾレス諸島 

13：0:00 GMT（既定値） 

14：+1:00ベルリン/パリ 

15：+2:00アテネ 

16：+3:00クウェート 

17：+3:30テヘラン 

18：+4:00アブダビ 

19：+4:30カブール 

20：+5:00イスラマバード 

21：+5:30ムンバイ 

22：+5:45カトマンズ 

23：+6:00ダッカ 

24：+6:30ヤンゴン 

25：+7:00バンコク 

26：+8:00北京/香港 

27：+9:00東京 

28：+9:30アデレード 

29：+10:00シドニー 

13 インデックスで設定するタイムゾーン。既定値はGMT（13）

です。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

30：+11:00ニューカレドニア 

31：+12:00オークランド 

32：+13:00ヌクアロファ 

sys.require-htt

ps 

ブール値 0：HTTPSが不要 

1：HTTPSが必要 

0 HTTPSを必要とするかどうかの設定を構成します。0 - 不

要、1 - 必要。 

sys.power-savin

g-mode 

ブール値 0：省電力設定が無効（既定

値） 

1：省電力設定が有効 

0 省電力モード設定を構成します。0 - 無効、1 - 有効。既定

値は無効です。 

sys.power-savin

g-time 

数字 timeout：省電力タイムアウト

（分単位） 

20 省電力時間を分単位で構成します。既定値は20分です。 

sys.provisionin

g-interval 

数字 1～44640：プロビジョニング

間隔（分単位） 

1440 デバイスのプロビジョニング間隔を分単位で指定します。既

定値は1440（1日）、最大値は44640（31日）です。 

sys.snmp-enable ブール値 0：SNMPを無効にする（既定

値） 

1：SNMPを有効にする 

0 SNMPのサポートを有効/無効にします。無効（0）にするとSN

MPを使用できません。有効（1）にするとSNMPを使用できま

す。既定値は0です。 

sys.snmp-commun

ity 

テキスト 読み取り専用コミュニティ文

字列。 

public サーバーおよび送信トラップからのクエリに使用するSNMPの

読み取り専用コミュニティ文字列を指定します。読み取り専

用は認証レベルであることを示します。デバイスはSNMPによ

って開始される書き込み操作をサポートしません。 

sys.snmp-contac

t-name 

テキスト 連絡先名。  連絡先名を指定します（通常はシステム管理者）。この文字

列は情報提供を目的としており、メールアドレスを含めるこ

とができます。トラップには関連付けられません。 

sys.snmp-device

-location 

テキスト デバイスの場所。  情報提供を目的としてデバイスの場所を指定します。 

sys.snmp-addres

s 

テキスト IPアドレスまたはDNS名。  トラップの送信先となるSNMPサーバーのアドレスを指定しま

す。空白のままにするとトラップが無効になります。 

sys.recent-call

-enabled 

ブール値 0：最近の通話リストを無効に

する 

1：最近の通話リストを有効に

する 

1 最近の通話リストを有効/無効にします。 

audio.eq 数字 1：音声（既定値） 

2：低音ブースト 

1 部屋および通話の種類に応じてスピーカー周波数を調節する

のに使用するEQ設定です。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

3：高温ブースト 

audio.high-pass

-filter 

INDEXED_ 

OPTION 

0：なし（既定値） 

1：110 Hz 

2：140 Hz 

3：175 Hz 

4：225 Hz 

0 高域フィルター設定。高域フィルターは、部屋およびアプリ

ケーションの要件に合わせて指定します。低周波数のバック

グラウンドノイズ（空調、照明器具など）が多い部屋では、

高域フィルターを使用します。フィルターはすべて双2次フ

ィルターであり、信号を1オクターブにつき6dB低減します。 

audio.analog-au

dio-in-mode 

ブール値 0：自動ゲイン設定 

1：ゲイン設定を手動で指定 

0 TVのオーディオ入力ポート用のゲイン設定モード（自動また

は手動）を選択します。 

audio.analog-au

dio-in-gain 

数字 0.0～17.0：手動ゲイン設定 4.5 analog-audio-in-modeが手動の場合、TVのオーディオ入力ポ

ート用のゲイン値（dB単位）になります。 

audio.ring-tone INDEXED_ 

OPTION 

0～5：着信音のインデックス 0 VoIPの着信音を選択します。 

audio.ringer-vo

lume 

テキスト 1～18：着信音の音量 7 VoIPの着信音の音量を構成します。1～18。既定値は7です。 

camera.camera-p

tz-home 

テキスト 文字列の形式 

<pan> <tilt> <zoom> 

pan：<-30..30>（既定値は0） 

tilt：<-18..18>（既定値は

0） 

zoom：<1..22>（既定値は1） 

0 0 1 ホームポジション用の既定のPTZ設定。アップストリームのU

SB接続が確立されたことをデバイスが検出すると、起動時ま

たはUSBが切断された後に既定のPTZ設定に戻ります。 

bt.bt-enable ブール値 0：無効 

1：有効 

0 Bluetoothベーシックレートを有効/無効にします。 

bt.bt-name テキスト デバイス名。 

既定値はシステムのMACアドレ

スに連結された製品名 

「Yamaha CS-7

00」+ MACアド

レス 

無線でアドバタイズされたBluetoothベーシックレートのデ

バイス名。 

bt.bt-pin テキスト pin：4桁の数字 0000 ペアリング用のBluetoothベーシックレートの暗証番号。暗

証番号は4桁の数字です。 

bt.bt-pair-time

out 

数字 0：タイムアウトなし 

1～120：ペアリングタイムア

ウト（秒単位） 

 

60 Bluetoothベーシックレートのペアリングタイムアウト（秒

単位）。ペアリングモードが停止するまでの時間です。値

「0」は、タイムアウトなしを意味します。既定値は60秒で

す。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

bt.enable-nfc ブール値 0：LEDを無効にする 

1：LEDを有効にする 

1 本体のNFCおよびNFCロゴLEDを有効/無効にします。 

ble.ble-enable ブール値 0：BLEを無効にする 

1：BLEを有効にする 

0 BLEを有効/無効にします。 

net.dhcp ブール値 0：DHCPを無効にする 

1：DHCPを有効にする 

1 DHCPを有効/無効にします。DHCPを無効にする場合は、静的I

Pアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを

指定する必要があります。 

net.ip テキスト IPアドレス  電話に割り当てられる静的IPアドレス。 

net.subnet テキスト IPアドレス  デバイスが所属するサブネットを決定するサブネットマス

ク。 

net.gateway テキスト IPアドレスまたはDNS名。  デフォルトゲートウェイは、IPネットワーク上のデバイスの

既定ルーターです。 

net.dns1 テキスト IPアドレスまたはDNS名。  プライマリドメインネームシステム（DNS）サーバーのアド

レス。 

net.dns2 テキスト IPアドレスまたはDNS名。  セカンダリドメインネームシステム（DNS）サーバーのアド

レス。 

net.vlan INDEXED_ 

OPTION 

0：VLANを無効にする 

1：VLAN IDを手動で指定する 

2：VLAN IDを自動検出する 

2 VLANの動作とデバイスのサポートを指定します。自動検出機

能を備える音声VLANを提供する環境では、「自動」（2）を

使用します。この場合、デバイスはVLAN識別子を判別し、そ

のネットワークに登録します。音声VLANを使用する環境で音

声VLAN IDを検出できない場合は、「有効」（1）を選択して

VLAN IDフィールドであるnet.vlan-idにIDを指定します。

「無効」（0）を選択するとVLAN機能がオフになります。 

net.vlan-id 数字 0～4095：VLAN ID 0 手動で指定するLAN ID（0～4095）。VLANモードが自動でVLA

Nがアクティブな場合、このプロパティは検出されたVLAN ID

になります。 

net.ntp1 テキスト IPアドレス、URL、またはDNS

名。 

0.pool.ntp.or

g 

1台目のNTP（ネットワークタイムプロトコル）サーバーのア

ドレスを構成します。 

net.ntp2 テキスト IPアドレス、URL、またはDNS

名。 

1.pool.ntp.or

g 

2台目のNTP（ネットワークタイムプロトコル）サーバーのア

ドレスを構成します。 

net.ntp3 テキスト IPアドレス、URL、またはDNS

名。 

2.pool.ntp.or

g 

3台目のNTP（ネットワークタイムプロトコル）サーバーのア

ドレスを構成します。 

net.ntp4 テキスト IPアドレス、URL、またはDNS  4台目のNTP（ネットワークタイムプロトコル）サーバーのア
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

名。 ドレスを構成します。 

net.dot1x-enabl

ed 

ブール値 0：802.1x認証を無効にする 

1：802.1x認証を有効にする 

0 ネットワークアクセス時の802.1x認証を有効にします。有効

にする場合は、802.1x認証の種類と必要な資格情報も指定す

る必要があります。MD5認証の場合はユーザー名とパスワー

ドが必要です。 

net.dot1x-ident

ity 

テキスト username：文字列。  802.1x認証のIDを設定します。MD5とPEAPには必須です。 

net.dot1x-passw

ord 

テキスト password：文字列。  802.1x認証のパスワードを設定します。MD5とPEAPには必須

です。 

voip.registrar テキスト IPアドレスまたはDNS名。  SIPレジストラーサーバーのIPアドレスまたはDNS名。VoIP通

話のサポートには必須です。 

voip.registrar-

backup 

テキスト IPアドレスまたはDNS名。  フェールオーバーSIPレジストラーのIPアドレスまたはDNS

名。 

voip.realm テキスト レルム文字列。 * VoIPサーバーに対する認証を行うための資格情報のレルム。

ここに指定する値は、401/407応答のWWW-Authenticateヘッ

ダーまたはProxy-Authenticateヘッダーのサーバーから送信

されるレルムと一致する必要があります。アスタリスク

（「*」）を指定すると、エンドポイントがすべてのレルム

に応答します。 

voip.proxy テキスト IPアドレスまたは名前。複数

のアドレスをコンマで区切り

ます。ルーズルーティングを

行う場合は末尾に「;lr」を追

加します。 

 送信用SIPプロキシサーバーのIPアドレスまたは名前。SIPプ

ロキシサーバーが複数ある場合は、アドレスをコンマで区切

ります。また、ストリクトルーティングを許可するオプショ

ンが設定されており、ルーズルーティング用に構成されたSI

Pプロキシがある場合は、プロキシのアドレスの後に指示を

追加します。例：「10.134.129.101;lr」。 

voip.reg-use-pr

oxy 

INDEXED_ 

OPTION 

0：プロキシなし 

1：送信用のみ 

2：Accのみ 

3：すべて 

0 「プロキシ」プロパティに指定したSIPプロキシサーバーを

登録時に使用するかどうかを指定します。このオプションを

選択すると、指定されたプロキシサーバーが、SIP REGISTER

リクエストのルートヘッダーに追加されます。0=プロキシな

し（既定値）、1=送信用のみ、2=Accのみ、3=すべて。 

voip.user テキスト SIPユーザー名。  SIPレジストラーおよびプロキシの認証に使用するアカウン

トのSIPユーザー名。VoIPのサポートには必須です。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.password テキスト SIPユーザーパスワード。  SIPレジストラーおよびプロキシの認証に使用するアカウン

トのSIPパスワード。VoIP通話のサポートには必須です。 

voip.id テキスト SIP ID。  SIP登録に使用するSIP ID。このフィールドを空白のままに

すると、「voip.user」（ユーザー名）フィールドがIDとし

て使用されます。 

voip.name テキスト VoIPの表示名。  VoIPの表示名。この表示名は通話を発信した場合に表示され

ます。表示名が指定されていない場合はユーザー名が使用さ

れます。デバイスから送信される表示名はIP PBXによって上

書きされ、PBXで構成された名前に置き換えられる場合があ

るので注意してください。 

voip.reg-timeou

t 

数字 1～604800：登録タイムアウト

（秒単位） 

60 登録タイムアウトは、SIPのアカウント登録に対してオプシ

ョンで設定できるタイムアウトです（秒単位）。既定値は6

0、最大値は604800（7日）です。 

voip.rereg-dela

y 

数字 1～604800：自動再登録を再試

行する間隔（秒単位） 

300 自動再登録を再試行する間隔を秒単位で構成します。このプ

ロパティは、SIP登録が成功しなかった場合の再試行間隔を

秒単位で指定します。既定値は300秒です。 

voip.use-timer INDEXED_ 

OPTION 

0：非アクティブ 

1：任意 

2：必須 

3：常時 

1 SIPセッションのキープアライブタイマーを使用する際の設

定を指定します。 

voip.timer-se 数字 90～604800：セッションタイ

マー（秒単位） 

1800 有効期限（秒）は、リモートフォンから更新メッセージが送

られてこない場合に、SIPセッションがタイムアウトしたと

みなされるまでの間隔です。有効期限は秒単位で測定され、

90秒以上に指定する必要があります。 

voip.timer-min-

se 

数字 1～604800：セッションタイマ

ーの最小値（秒単位） 

90 SIPセッションタイマーの有効期限の最小値（秒）。リモー

トフォンと有効期限をネゴシエートする際に、デバイス側で

許容される最小の期間です。セッションタイマーの有効期限

がこの値より短い場合は、代わりにこの値が使用されます。

有効期限は秒単位で測定されます。既定値は90です。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.use-100rel ブール値 0：確実な暫定応答を無効にす

る 

1：確実な暫定応答を有効にす

る 

0 確実なSIPの暫定応答を実装します。初期設定では0に設定さ

れています。SIPは、暫定と最終という2種類の応答を持つプ

ロトコルの要求-応答タイプです。最終応答は、受信を確認

するためのACKを使用して確実に送信されます。初期設定の

暫定応答は送信が確実ではなく、ACKを必要としません。し

かし、PSTNの相互運用性をサポートする場合など、暫定タイ

プの応答の確実性が必要になることがあります。確実性を期

すためにPRACK（暫定ACK）メッセージのサポートを追加する

場合には、このオプションを選択します。 

voip.auto-updat

e-nat 

ブール値 0：NATを無効にする 

1：NATを有効にする 

1 NATの後ろのSIPトラバーサルを無効にするかどうかを構成し

ます。0 - 無効、1 - 有効。既定値：1 - 有効。対称NAT

（ネットワークアドレス変換）の後ろのデバイスに使用され

ます。有効にすると、デバイスはREGISTERリクエストの応答

のパブリックIPアドレスを記録します。アドレスが変更され

たことを検出すると、デバイスは現在の連絡先を登録解除

し、Viaヘッダーから取得したトランスポートアドレスで連

絡先を更新し、新しい連絡先をSIPレジストラーに登録しま

す。このオプションでは、STUNが構成されている場合、UDP

トランスポートのパブリック名も更新されます。 

voip.dtmf-metho

d 

テキスト 0：RTP -- RFC2833 

1：SIP情報 

2：インバンド 

0 DTMFのシグナリング方法。0 - RTP（RFC2833）（既定値）、

1 - SIP情報、2 - インバンド。 

voip.media-onho

ld-method 

ブール値 0：Mラインのみ -- RFC3264 

1：MおよびCライン -- RFC254

3 

0 メディア保留方法の設定では、メディアを保留にしたときの

動作を異なるRFC定義間で切り替えることができます。「Mラ

インのみ（RFC3264）」（0）は、RFC3264に従って機能を実

装します。INVITEメッセージのSDPボディでは、メディアを

保留にするために、「a=sendonly」属性が指定したメディア

ストリームに設定されます。「MおよびCライン（RFC254

3）」（1）は、RFC2543に従って機能を実装します。INVITE

メッセージのSDPボディでは、接続ラインIPが「0.0.0.0」

（例：「c= IN IP4 0.0.0.0」）に設定され、「a=inactiv

e」属性が追加されます。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.use-srtp INDEXED_ 

OPTION 

0：無効 -- SRTPを使用せず、

常にRTPを使用する 

1：任意 -- SDPのSRTPに任意

のディスポジションを使用す

る。リモートエンドがSRTPを

サポートしている場合はSRTP

を使用し、それ以外の場合はR

TPを使用する 

2：必須 -- 強制的にSRTPを使

用。リモートエンドがSRTPを

サポートしていない場合は通

話が接続されない 

0 セキュアリアルタイムトランスポートプロトコル（SRTP）の

使用を制御します。利用可能なオプションは次のとおりで

す。0 - 無効 - SRTPを使用せず、常にRTPを使用します。1 

- 任意 - SDPのSRTPに任意のディスポジションを使用しま

す。リモートエンドがSRTPをサポートしている場合はSRTPを

使用し、それ以外の場合はRTPを使用します。2 - 必須 - 強

制的にSRTPを使用します。リモートエンドがSRTPをサポート

していない場合は通話が接続されません。 

voip.rtp-port 数字 1024～65535：ポート番号 4000 VoIP RTPのベースポート番号。RTPの発生と受信は偶数のポ

ート番号で行われ、関連するRTCPは1つ上の奇数のポート番

号を使用します。範囲は1024～65535です。 

voip.set-qos ブール値 0：QoSを無効にする 

1：QoSを有効にする 

0 SIPとメディアのQoS（Quality of Service）のタグ付けを有

効にするオプションです。レイヤー3（インターネット層）

の場合、DiffServ（Differentiated Services）の優先順位

レベルはクラス3です。IPヘッダーのDiffServコードポイン

ト（DSCP）は24（0x18）に設定されます。レイヤー2では、I

EEE 802.1pのタグ付けがサポートされます。 

voip.udp-tcp-se

lection 

ブール値 0：UDP 

1：TCP 

0 SIPメッセージに使用されるトランスポート。0 - UDP、1 - 

TCP。 

voip.local-port 数字 1024～65535：ポート番号 5060 SIPトランスポートのローカルポートを指定します。範囲は1

024～65535です。 

voip.bound-addr テキスト ip-address：IPアドレス  使用するバウンドIPアドレスを構成します。 



 

70 

 

プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.no-refer-s

ub 

ブール値 0：サブスクリプションの抑制

を無効にする 

1：サブスクリプションの抑制

を有効にする 

0 転送中のサブスクリプションの抑制を有効/無効にします。0 

- 無効、1 - 有効。SIP通話の転送中、SIP REFERプロセスは

一時的なイベントサブスクリプションを自動的に確立し、転

送を開始する関係者にREFER処理中の受信者のステータスを

通知します。フォーキングを使用しない場合など、これらの

イベントサブスクリプションと通知が必要ないことがありま

す。通話の転送中に自動イベントサブスクリプションを抑制

するにはこのオプションを有効にします。初期設定では無効

になっています。（IETF RFC 4488を参照。） 

voip.min-size ブール値 0：コンパクト形式を使用しな

い 

1：コンパクト形式を使用する 

0 コンパクトなSIPメッセージ形式を使用します。SIPプロトコ

ルは、ヘッダーフィールド名をフルネーム形式で使用する

か、短縮形式で使用するかを指定します。短縮形式は、UDP

の最大転送単位（MTU）を超える場合など、利用可能なトラ

ンスポートで送信するにはメッセージが大きすぎる場合に便

利です。SIPヘッダーを短い形式にエンコードしてサイズを

減らすには、このオプションを有効にします。初期設定では

このオプションは有効になっておらず、送信メッセージ内の

SIPヘッダーはフルネームの状態でエンコードされます。（S

IPプロトコル標準のIETF RFC 3261を参照。） 

voip.allow-stri

ct 

ブール値 0：ストリクトルーティングを

有効にする 

1：ストリクトルーティングを

無効にする 

0 SIP登録プロキシのストリクトルーティングを許可します。

初期設定では、SIP登録に指定されたプロキシがルーズルー

ティングプロキシとして構成されます。SIPルートヘッダー

にプロキシが追加されると、ルーズルーティングの指示が自

動的に各プロキシアドレスに付加されます。古いプロキシ

は、ルーズルーティング（IETF RFC 3261を参照）をサポー

トしておらず、ストリクトルーティング（IETF RFC 2543を

参照）の可能性があります。ストリクトルーティングのプロ

キシを使用する場合はこのオプションを有効にします。この

オプションを有効にして、「Proxy」フィールドに1つまたは

複数のルーズルーティングプロキシを指定した場合は、ルー

ズルーティングプロキシの各アドレスにサフィックスを手動

で追加する必要があります。例：「10.134.123.101;lr」。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.stun-srv テキスト stun-address：文字列。IPア

ドレス、ドメイン名、または

ホスト名。任意でポート番

号。複数のアドレスをコンマ

で区切ります。 

 電話がNATの後ろにあるかどうか、NATの種類、および電話の

パブリックアドレスを判断するために使用するSTUN（Sessio

n Traversal Utilities for NAT）サーバーのIPアドレスま

たは名前を指定します。このフィールドにはサーバーのコン

マ区切りリストを含めることができます。各サーバーはドメ

イン名、ホスト名、またはIPアドレスで指定し、任意でポー

ト番号を含めることもできます。（STUNについてはIETF RFC 

5389を参照。） 

voip.use-ice ブール値 0：ICEを無効にする 

1：ICEを有効にする 

0 NAT通過でのICE（Interactive Connectivity Establishmen

t）プロトコルの使用を有効にします。ICEは、STUNとTURNを

利用して通信の候補（IPアドレスおよびポート）を確認し、

候補ペアの評価と優先順位付けを行って最適なルートを選択

します。メディアリレーを使用するといった負荷のかかる候

補は、最後の手段としてのみ選択されます。（ICEについて

はIETF RFC 5245を参照。） 

voip.ice-regula

r 

ブール値 0：標準のノミネーション方法 

1：アグレッシブなノミネーシ

ョン方法 

1 ICEのノミネーション方法。ICEを使用する場合は、優先する

ICEノミネーション方法を選択します。候補ペア（ローカル

およびリモートノードのIPアドレスとポート）を検証するた

めに、FLX UCはメディア接続テストの一環としてSTUNバイン

ド要求を送信します。使用する候補がノミネートされると、

その候補ペアがノミネートされたことを示すフラグを付けた

STUNバインド要求が送信されます。使用できるノミネーショ

ン方法は2つあります。標準 - 標準ノミネーション。FLX UC

は最初のSTUNバインド要求で候補ペアを検証し、そのペアが

ノミネートされたことを示すフラグを付けたもう1つのSTUN

バインド要求を送信して有効な候補ペアを選択します。アグ

レッシブ - アグレッシブノミネーション。FLX UCは2番目の

STUNバインド要求でノミネートのフラグをセットするのを待

つのではなく、すべての候補ペアに対してSTUNバインド要求

にフラグをセットします。そのため、ICE処理は最初のペア

が接続チェックを正常に通過した時点で完了します。このア

グレッシブな方法では時間を短縮できますが、常に最適なパ

スが選択されるとは限りません。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.ice-max-ho

sts 

数字 0：上限なし 

1～10：ホスト候補の最大数 

5 ICEホスト候補の最大数。ICEホスト候補は、ホスト内の実際

のローカルトランスポートアドレスです。ホストトランスポ

ートアドレスは、接続されたネットワークインターフェース

にバインドすることで取得します。これらのインターフェー

スには、物理インターフェースだけでなく、VPNなどの仮想

インターフェースも含まれます。このオプションは、最適な

ルートを決定する際の候補ペアの評価に使用されるローカル

ICEホスト候補の最大数を指定します。値「0」は、上限がな

いことを意味します。 

voip.ice-no-rtc

p 

ブール値 0：RTCPを無効にしない 

1：RTCPを無効のままにする 

0 ICE内のRTCPコンポーネントを無効にしないオプション。

「0」を選択するとRTCPが有効になり、「1」を選択するとRT

CPが無効のままになります。 

voip.use-turn ブール値 0：TURNを無効にする 

1：TURNを有効にする 

0 ICE使用時のTURN（Traversal Using Relay NAT）リレーの使

用を有効にします。TURNリレーは、クライアント間でメディ

アデータパケットをリレーできる、パブリックインターネッ

ト上のメディアリレーサーバーです。TURNリレーが使われる

のは、STUNや直接接続といった優先される他のメカニズムを

利用できない場合です。TURNを有効にする場合は、他のTURN

設定（サーバー、ユーザー名、パスワード）も指定する必要

があります。 

voip.turn-srv テキスト address：文字列。形式は「DO

MAIN:PORT」または「HOST:POR

T」。 

 TURNサーバーのドメイン名またはホスト名とポート。形式は

「DOMAIN:PORT」または「HOST:PORT」です。 

voip.turn-user テキスト ユーザー名。  TURNサーバーに対する認証用のユーザー名。 

voip.turn-passw

d 

テキスト パスワード。  TURNサーバーに対する認証用のパスワード。 

voip.turn-tcp ブール値 0：TCPではなくUDPを使用する 

1：TCPを使用する 

0 TURNリレー上でTCPを使用するかどうかを構成します。TCPを

使用しない場合はUDPを使用します。0 - 使用しない、1 - 

使用する。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.codec1 INDEXED_ 

OPTION 

0：なし 

1：G.722 

2：G.711 u-law（PCMU） 

3：G.711 A-law（PCMA） 

4：G.726 

5：G.729 

1 最も優先されるコーデック。voip.codec1～voip.codec5の中

で、少なくとも1つは「なし」以外のコーデックを選択する

必要があります。 

voip.codec2 INDEXED_ 

OPTION 

0：なし 

1：G.722 

2：G.711 u-law（PCMU） 

3：G.711 A-law（PCMA） 

4：G.726 

5：G.729 

2 2番目に優先されるコーデック。voip.codec1～voip.codec5

の中で、少なくとも1つは「なし」以外のコーデックを選択

する必要があります。 

voip.codec3 INDEXED_ 

OPTION 

0：なし 

1：G.722 

2：G.711 u-law（PCMU） 

3：G.711 A-law（PCMA） 

4：G.726 

5：G.729 

3 3番目に優先されるコーデック。voip.codec1～voip.codec5

の中で、少なくとも1つは「なし」以外のコーデックを選択

する必要があります。 

voip.codec4 INDEXED_ 

OPTION 

0：なし 

1：G.722 

2：G.711 u-law（PCMU） 

3：G.711 A-law（PCMA） 

4：G.726 

5：G.729 

4 4番目に優先されるコーデック。voip.codec1～voip.codec5

の中で、少なくとも1つは「なし」以外のコーデックを選択

する必要があります。 

voip.codec5 INDEXED_ 

OPTION 

0：なし 

1：G.722 

2：G.711 u-law（PCMU） 

3：G.711 A-law（PCMA） 

4：G.726 

5：G.729 

5 最も優先順位の低いコーデック。voip.codec1～voip.codec5

の中で、少なくとも1つは「なし」以外のコーデックを選択

する必要があります。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.ptime 数字 10～60：ptimeの間隔（ミリ秒

単位） 

20 コーデックのptime（パケット化の間隔）の値は、オーディ

オトラフィックの送信に使用されるRTPパケット内で、メデ

ィアによって表示される時間の長さをミリ秒単位で指定しま

す。値の範囲は10～60です。既定値は20です。 

voip.mwi ブール値 0：MWIシグナリングを無効に

する 

1：MWIシグナリングを有効に

する 

0 デバイス上のメッセージ待機インジケーター（MWI）の表示

を有効にし、PBXからのメッセージ待機通知の受信を有効に

します。この機能が正しく動作するには、登録されたユーザ

ーのボイスメールをサポートするようにPBXを構成する必要

があります。 

voip.vm-number テキスト VoIPボイスメールの番号。  UIからボイスメールが呼び出される場合にダイヤルされる番

号。 

voip.do-not-dis

turb 

ブール値 0：DNDを無効にする 

1：DNDを有効にする 

0 着信拒否（DND）設定を構成します。0 - 無効、1 - 有効。 

voip.auto-answe

r 

数字 0：自動応答を無効にする 

100～699：応答時に送信する

レスポンス 

0 着信したVoIP通話に自動的に応答します。この機能はテスト

用としてのみ有効にすることを推奨します。電話を着信拒否

に設定した場合または利用できる回線がない場合、転送ルー

ルが適用されます。転送ルールが指定されていない場合、着

信はボイスメールに送られます。ボイスメールがサポートさ

れていない場合、通話は拒否されます。 

voip.duration 数字 0：上限なし 

1～10080：VoIPの最大通話時

間（分単位） 

0 VoIPの最大通話時間を分単位で指定します。通話時間が上限

に達すると、通話が自動的に終了します。上限は10,080分

（7日）です。「0」は通話時間の上限がないことを意味しま

す。 

voip.dial-plan テキスト dialplan：ダイヤルプラン文

字列。 

 VoIPのダイヤルプラン文字列を指定します。ダイヤルプラン

設定の詳細については、ユーザーガイドを参照してくださ

い。 

voip.always-for

warding 

ブール値 0：無効にする 

1：有効にする 

0 着信したすべてのVoIP通話を指定した番号に転送する機能を

有効/無効にします。 

voip.always-for

warding-num 

テキスト VoIPダイヤル番号。  着信したすべてのVoIP通話を指定した番号に転送します。 

voip.busy-forwa

rding 

ブール値 0：無効にする 

1：有効にする 

0 ローカルの電話が「着信拒否」モードの場合、または両方の

回線がビジーの場合に、指定した番号に着信を転送する機能

を有効/無効にします。 
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プロパティ タイプ 値 既定値 説明 

voip.busy-forwa

rding-num 

テキスト VoIPダイヤル番号。  ローカルの電話が「着信拒否」モードの場合、または両方の

回線がビジーの場合に、指定した番号に着信を転送します。 

voip.noanswer-f

orwarding 

ブール値 0：無効にする 

1：有効にする 

0 「noanswer-delay」属性に指定した期間内に通話への応答が

ない場合に、着信したVoIP通話を指定した番号に転送する機

能を有効/無効にします。 

voip.noanswer-f

orwarding-num 

テキスト VoIPダイヤル番号。  「noanswer-delay」属性に指定した期間内に通話への応答が

ない場合に、着信したVoIP通話を指定した番号に転送しま

す。 

voip.noanswer-d

elay 

数字 2～30：通話を転送するまでの

秒数 

4 着信への応答がない場合に、「noanswer-forwarding-num」

で指定した番号に転送するまでの秒数。 

 

 

ファームウェア

属性 

タイプ 値 既定値 説明 

version テキス

ト 

""  ファームウェアのバージョンを指定します。 
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アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を使

用する 

Yamaha CS-700には、サードパーティーのアプリケーションと統合して、Yamahaの管理

インターフェースを使用せずに本体を直接制御し、管理するためのインターフェースが

用意されています。APIを使用すれば、USB接続またはネットワークを介してCS-700本体

にアクセスできます。この機能は、たとえばルームコントロールシステムと統合する場

合などに使用します。 

インターフェースの詳しいドキュメントとAPIは、https://uc.yamaha.com/products/video

-sound-bar/huddle-room-system/からダウンロードできます。APIは、Windows、macOS、

およびChrome OSオペレーティングシステム用のCライブラリの形式で提供されます。 

利用可能な関数とコマンドのサブセットの説明については、以降のセクションを参照し

てください。 

USB API関数 

CsDevComm_Mode enum 

 

説明： USB接続タイプの列挙型。クライアントはセッションの最初に、接続タイプとしてA

uto、Hid、またはBulkを指定します。Autoを指定すると、利用可能な場合はBulkが

選択され、それ以外の場合はHidが選択されます。ファームウェアのアップグレー

ド時にはBulkが推奨されます。 

 

構文： 

 
typedef enum { 

 CsDevComm_Mode_Auto = 0, 

 CsDevComm_Mode_Hid, 

 CsDevComm_Mode_Bulk, 

 CsDevComm_Mode_Num 

} CsDevComm_Mode; 

devAttach 

 

説明： デバイスとのUSB接続を確立します。 

 

構文： 

 
EXPORT int __cdecl devAttach(int mode, void(*debug_callback)(char *msg), 

void(*event_callback)(int type)); 

 

 

 

 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

mode USB接続モードです。CsDevComm_Mode enumに基づいてHIDまたはbulkが選択され

ます。 

debug_callback デバッグメッセージを処理するコールバック関数へのポインター。 

msg デバッグメッセージへのポインター。 

event_callback イベントを処理するコールバック関数へのポインター。 

type 以下の表に記載されたイベントのタイプ。 

戻り値： 

 

値 説明 

-1 一般的なエラー 

0 成功 

1 接続されたデバイスがない 

2 認証失敗 

 

イベントタイプ： 

 

タイプ 説明 

0xFF デバイスの接続解除 

 

devDetach 

 

説明： セッションの切断。 

 

構文： 

 
EXPORT void __cdecl devDetach(void); 

 

戻り値： 

 

値 説明 

-1 一般的なエラー 

0 成功 

 

isConnected 
 

説明： USB接続のステータスを取得します。 
 

構文： 
 

EXPORT int __cdecl isConnected(void); 
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戻り値： 
 

値 説明 

-1 一般的なエラー 

0 接続なし 

1 HID接続 

2 Bulk接続 

 

coreCliCmd 
 

説明： CLI形式のコマンドをデバイスに送信します。コマンドは「USB/TelnetのCLIコマン

ド」セクションに記載されています。 
 

構文： 
 

EXPORT int __cdecl coreCliCmd(char *cmd, char* rsp, int len); 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

cmd CLIコマンド文字列（APIコマンドリファレンスを参照） 

rsp 応答文字列へのポインター 

len 応答文字列で利用できるバイト数 

 

戻り値： 

 

値 説明 

-1 一般エラー 

0 成功 

notifCtrl 
 

説明： 通知を有効/無効にし、CLI形式の通知を処理するコールバック関数を登録します。

通知は次のセクションで定義します。デバイスを切断すると、通知は自動的に無効

になります。 
 

構文： 
 

EXPORT int __cdecl notifCliCtrl(int mode, void(*notif_callback)(char *msg)); 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

mode 通知を有効/無効にする 

notif_callback CLI通知を処理するコールバック関数へのポインター 

msg コールバック関数パラメーター：通知メッセージ文字列（コマンドリファレン

スを参照） 
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戻り値： 

 

値 説明 

-1 一般エラー 

0 成功 

 

 

 

Telnet/IPインターフェース 

CS-700をサーバーとして、制御用にIP接続を使用するには、Web-UIの「SETTINGS」-「A

dmin」ページで「Enable telnet access」チェックボックスをオンにする必要がありま

す。 

 

 

標準のTelnetポート番号23を指定してCS-700本体のIPアドレスに接続することで、Teln

et接続を開始します。ユーザー名はroomcontrol、パスワードはYamaha-CS-700です。

どちらも大文字と小文字が区別されます。ポート番号は標準のTelnetポート23です。接

続が確立されたら、次のセクションに記載されたCLIコマンドをCS-700に送信できます。 
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USB/TelnetのCLIコマンド 

利用可能なコマンドのサブネットを以下に示します。ここにはプロパティ、ステータス

項目、および利用可能なパラメーターが含まれます。通知は、対応するプロパティまた

はステータス項目によって識別されます。CLIを使ってこれらのコマンドを使用する例

を示します。 

 

コマンド構文は以下のとおりです。 
 

<parameter> 山かっこ内の項目はパラメーターです。 

<"call-status"> 引用符で囲まれた項目は、パラメーターのセクションで詳しく

説明するパラメーターの名前を示します。 

<0|1|2> 使用可能な値のリストは縦棒で区切られます。 

<connected|disconnected> 引用符で囲まれていないパラメーターはリテラル値です。 

<0..10> 値の範囲は省略記号で区切られます。 

<"paired"> [<"mac"> <"name"

>] 

角かっこは任意のパラメーターを示します。 

[<"mac"> <"name">]+ 繰り返す値のリストはプラス記号で示します。 

 

プロパティの場合、説明にはそのプロパティに対して実行できるアクションが記載され

ます。これには以下のアクションが含まれます。 

 

 get –  プロパティを読み取ることができます。これはすべてのプロパティに

ついてtrueです。 

 set –  プロパティを設定できます。 

notify –  プロパティが変更されると、登録されたクライアントに通知が送信

されます。 

 

echo 

 

説明： Telnet 接続時のスクリーンエコーを有効/無効にします。 

 

プロパティのアクション： set 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

set set echo <0|1> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

0 スクリーンエコーを無効にする 

1 スクリーンエコーを有効にする 
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形式の例： 

 
set echo 1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

usb-conn-status 

 

説明： USB接続のステータスを問い合わせます。 

 

プロパティのアクション： get、notify 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

get get usb-conn-status 

response val usb-conn-status <0|1> 

notify notify sys.usb-conn-status <0|1> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

0 USBが接続されていません。 

1 USBが接続されています。 

 

形式の例： 

 
get usb-conn-status 

val usb-conn-status 1 

 
notify sys.usb-conn-status 1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

speaker-volume 
 

説明： 通話のスピーカー音量を構成します。1～18。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
 

既定値： 9 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get speaker-volume 

response val speaker-volume <1..18> 

set set speaker-volume <1..18> 

notify notify audio.speaker-volume <1..18> 
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パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

1～18 音量設定 
 

形式の例： 
 

get speaker-volume 

val speaker-volume 12 
 

set speaker-volume 12 
 

notify audio.speaker-volume 12 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

ringer-volume 
 

説明： VoIPの着信音の音量を構成します。1～18。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
 

既定値： 13 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get ringer-volume 

response val ringer-volume <1..18> 

set set ringer-volume <1..18> 

notify notify audio.ringer-volume <1..18> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

1～18 着信音の音量 

形式の例： 
 

get ringer-volume 

val ringer-volume 7 

 

set ringer-volume 7 

 

notify audio.ringer-volume 7 

 

対応する製品：CS700-SP、CS700-DS 

mute 
 

説明： マイクをミュートにします。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
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コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get mute 

response val mute <0|1> 

set set mute <0|1> 

notify notify audio.mute <0|1> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

0 マイクのミュートを解除 

1 マイクをミュート 

 

形式の例： 
 

get mute 

val mute 0 

 

set mute 0 

 

notify audio.mute 0 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 
 

camera-mute 
 

説明： カメラ映像の「ミュート」つまり停止状態。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get camera-mute 

response val camera-mute <0|1> 

set set camera-mute <0|1> 

notify notify camera.camera-mute <0|1> 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

0 カメラ映像がミュートされていない 

1 カメラ映像がミュートされている 
 

 

 

形式の例： 
 

get camera-mute 

val camera-mute 0 
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set camera-mute 0 
 

notify camera.camera-mute 0 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

camera-pan 

 

説明： カメラのデジタルパン設定。カメラをパンできるのはズームインしているときのみ

です。 

 

プロパティのアクション： set、get、notify 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

get get camera-pan 

response val camera-pan <-30..30> 

set set camera-pan <-30..30> 

notify notify camera.camera-pan <-30..30> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

-30～30 パン設定 

既定値は0 

 

形式の例： 
 

get camera-pan 

val camera-pan 0 
 

set camera-pan 0 
 

notify camera.camera-pan 0 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

camera-tilt 
 

説明： カメラのデジタルチルト設定。カメラをチルトできるのはズームインしているとき

のみです。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get camera-tilt 

response val camera-tilt <-18..18> 

set set camera-tilt <-18..18> 

notify notify camera.camera-tilt <-18..18> 
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パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

-18～18 チルト設定 

既定値は0 
 

形式の例： 
 

get camera-tilt 

val camera-tilt 0 

 

set camera-tilt 0 

 

notify camera.camera-tilt 0 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

camera-zoom 

 

説明： カメラのデジタルズーム設定。ズームが1に設定されている場合、パンとチルトの

設定は強制的に0になります。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get camera-zoom 

response val camera-zoom <1..22> 

set set camera-zoom <1..22> 

notify notify camera.camera-zoom <1..22> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

1～22 ズーム設定 

既定値は1 
 

形式の例： 
 

get camera-zoom 

val camera-zoom 1 

 

set camera-zoom 1 

 

notify camera.camera-zoom 1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 
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cam-apply-defaults 

 

説明： カメラの既定のPTZ設定を適用します。これらの設定は、アップストリームのUSB接

続が確立されたことをデバイスが検出したときにも、起動時またはUSBが切断され

た後に自動的に適用されます。 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

execute cam-apply-defaults 

 

パラメーター： なし 

 

形式の例： 

 
cam-apply-defaults 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

status 

 

説明： 通話ステータスを問い合わせます。 

 

プロパティのアクション： get、notify 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

get get status <1..3|usb|bt> 

response val status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

notify notify call.status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

1 VoIP回線1 

2 VoIP回線2 

3 VoIP回線3（転送に使用） 

usb USB回線 

bt Bluetooth回線 

call-status 各通話タイプに対応する以下の文字列。 

VoIP通話  

idle 初期化状態。 

incoming 着信したVoIP通話を受信中。 

calling VoIP通話の発信を開始しています。 

failed 発信しようとしましたが失敗しました。試行が切断されると「disconnected」

が続きます。 

connected 通話がつながっています。 
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onhold 通話が保留中です。 

connected-in-con

f 

通話が会議中です。 

disconnected 通話していないか、または電話が登録されていません。 

update 相手側によって通話が転送中です（コールマネージャを使用している場合は、

転送後も通話状態が「connected」のままになることがあります）。 

missed 着信拒否に設定されているため、着信したVoIP通話が確立されませんでした。 

USB通話  

active USBオーディオがアクティブです。 

incoming 着信したUSB通話信号をホストから受信しました。 

inactive USBオーディオがアクティブではありません。 

onhold USBオーディオが保留中です。 

connected-in-con

f 

通話が会議中です。 

BT通話  

active BTオーディオがアクティブです。 

incoming 着信したBT通話信号を、接続された電話から受信しました。 

inactive BTオーディオがアクティブではありません。 

onhold BTオーディオが保留中です。 

connected-in-con

f 

通話が会議中です。 

 

形式の例： 
 

get status 1 

val status 1 connected 
 

notify call.status 1 connected 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

status-all 

 

説明： すべての通話ステータスを問い合わせます。ステータスの種類については、「call

-status」プロパティを参照してください。 
 

プロパティのアクション： get 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get status-all 

response val status-all line1:<"voip1-status"> line2:<"voip2-status"> line3:<"voip3-statu

s"> bt:<"bt-status"> usb:<"usb-status"> 
 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

voip1-status VoIP回線1の通話ステータス 

voip2-status VoIP回線2の通話ステータス 
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voip3-status VoIP回線3の通話ステータス 

bt-status Bluetooth通話のステータス 

usb-status USB通話のステータス 
 

形式の例： 
 

get status-all 

val status-all line1:onhold line2:connected line3:disconnected bt:idle usb:idle 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

dial  
 

説明： 指定された番号を使用してVoIP通話をダイヤルします。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute dial  <"voip-line-id"> <"number"> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 

number ダイヤルするVoIP番号 

 

形式の例： 
 

dial  1 7823 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

対応するAPIバージョン：1.0 

answer  
 

説明： 着信に応答します。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute answer  <1..3> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 
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形式の例： 
 

answer  1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

hangup  
 

説明： 指定された通話を切ります。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute hangup  <1..3> 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 

 

形式の例： 

 
hangup  1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

hold  
 

説明： 指定された通話を保留にします。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute hold  <1..3|usb|bt|all> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 

usb USB通話/オーディオ 

bt BT通話 

all すべてのアクティブな通話 
 

形式の例： 
 

hold  1 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 
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resume  

 

説明： 指定された通話を再開します。 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

execute resume  <1..3|usb|bt> 

 

パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 

usb USB通話/オーディオ 

bt BT通話 

all すべてのアクティブな通話 

 

形式の例： 
 

resume  1 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

swap  
 

説明： ソースコールとターゲットコールを切り替えます。保留にした通話の切り替えに使

用します。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute swap  <"held-line-id"> <"active-line-id"> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

held-line-id <1..3

|usb|bt> 

現在保留中の通話の回線ID。この通話は再開されます。 

active-line-id <

1..3|usb|bt> 

現在アクティブな通話の回線ID。この通話は保留されます。 

 

形式の例： 
 

swap  1 2 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 
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join  

 

説明： ソースコールをターゲットコールに連結します。既存の通話を使用して会議を開く

のに使用します。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute join  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

source-line-id <

1..3|usb|bt> 

ターゲットに連結する通話の回線ID 

target-line-id <

1..3|usb|bt> 

ソースの連結先となる通話の回線ID 

 

形式の例： 
 

join  1 2 
 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 

transfer  
 

説明： ソースコールをターゲットコールに転送します。承認済みの転送に使用します。 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

execute transfer  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

source-line-id <

1..3> 

転送される通話の回線ID 

target-line-id <

1..3> 

ソースの転送先となる通話の回線ID 

 

形式の例： 
 

transfer  1 2 

 

対応する製品：CS700-AV、CS700-SP、CS700-DL、CS700-DS 
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do-not-disturb 
 

説明： 着信拒否（DND）設定を構成します。 
 

プロパティのアクション： set、get、notify 
 

既定値： 0 
 

コマンド定義： 
 

アクション 定義 

get get do-not-disturb 

response val do-not-disturb <0|1> 

set set do-not-disturb <0|1> 

notify notify voip.do-not-disturb <0|1> 

 

パラメーター： 
 

パラメーター 説明 

0 DNDを無効にする（既定値） 

1 DNDを有効にする 

 

形式の例： 
 

get do-not-disturb 

val do-not-disturb 0 

 

set do-not-disturb 0 

 

notify voip.do-not-disturb 0 

 

対応する製品：CS700-SP、CS700-DS 

dtmf 

 

説明： 指定されたVoIP回線上でDTMFの番号または数字列を送信します。これは番号をダイ

ヤルするためではなく、アクティブな通話中にDTMFトーンを送信するためのもので

す。 

 

コマンド定義： 

 

アクション 定義 

set set dtmf <"voip-line-id"> <"digits"> 
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パラメーター： 

 

パラメーター 説明 

voip-line-id 1 VoIP回線1 

voip-line-id 2 VoIP回線2 

voip-line-id 3 VoIP回線3（転送に使用） 

digits dtmf数字またはdtmf数字列 

 

形式の例： 

 
set dtmf 1 5233 

 

対応する製品：CS700-SP、CS700-DS 
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デバイスファームウェアをアップグレードする 
CS-700デバイスの機能および機能セットをアップグレードするために、新しいデバイス

ファームウェアが提供されることがあります。これらのソフトウェアはhttps://uc.yama

ha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/からダウンロードできます。ソフ

トウェアはバンドルファイルとしてパッケージ化されており、プロビジョニングファイ

ルを使用してCS-700に直接適用することも、Web-UIまたはサービスアプリケーションを

介して適用することもできます。このファイルには、末尾に「.bundle」を付けるとい

う命名規則があります。 

Web-UIを使用する 

アップグレードファームウェアファイルは、Webユーザーインターフェースの「TOOLS」

-「Update」セクションで本体をアップグレードする際に使用できます。アップグレー

ドを実行する方法の詳細については、本書のWeb-UIのセクションを参照してください。 

サービスアプリケーションを使用する 

サービスアプリケーションを使用すると、直接接続されたPCからCS-700ファームウェア

をアップグレードできます。アップグレードを実行する方法の詳細については、本書の

サービスアプリケーションのセクションを参照してください。 

プロビジョニングサーバーからアップグレードする 

プロビジョニングサーバーを使用してシステムをアップグレードするには、プロビジョ

ニングファイル内のファームウェア要素を変更する必要があります。バージョン属性の

値は、提供されるファイルの正しいファームウェアバージョンに変更する必要がありま

す。また、この要素の値を、対応するファームウェアバンドルのファイル名に更新する

必要があります。 

 <firmware version="1.0.0.112">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

 

詳細は、プロビジョニングサーバーおよびオプション66または150を使用したCS-700デ

バイスの構成に関するセクションを参照してください。 

  

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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付録 
 

サードパーティーアプリケーション別セッション制御機能の詳細 

Windowsコンピューターを使用する 

オーディオの音量とミュートはオペレーティングシステムに統合されています。オペレ

ーティングシステムまたはCS-700デバイスで音量を変更すると、相互に通信が行われ、

どちらの側にも反映されます。アプリケーションとの直接的なオーディオ統合は行われ

ません。 

Macコンピューターを使用する 

オーディオの音量とミュートはオペレーティングシステムに統合されています。オペレ

ーティングシステムまたはCS-700デバイスで音量を変更すると、相互に通信が行われ、

どちらの側にも反映されます。アプリケーションとの直接的なオーディオ統合は行われ

ません。 

 

 

USB 3.0延長ケーブル 

 

以下のUSB延長ケーブルは、CS-700でテストされ、問題なく使用できることが確認され

ています。ただし、これらの製品がすべての環境で機能することを保証するものではあ

りません。使用できる距離はUSB延長ケーブルごとに異なり、その距離はメーカーの仕

様によって定義されています。 

 StarTechアクティブUSB 3.0 USB A - USB Bケーブル、オス/オス、10m – SKU番

号：USB3SAB10M 

 Cable Matters SuperSpeed USB 3.0 Type A、オス/メス、アクティブ延長ケーブ

ル、5m 
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SNMPサポートの詳細 

 

CS-700には、SNMPのサポートを提供するために構成できるSNMPエージェントが含まれて

います。 

 

以下の表は、SNMPを有効にする場合にCS-700の管理者が構成しなければならないSNMP構

成設定を示しています。 

 

snmp-enable SNMPのサポートを有効/無効にします。無効（0）にするとSNMPを使

用できません。有効（1）にするとSNMPを使用できます。既定値は0

です。 

snmp-address トラップの送信先となるSNMPサーバーのアドレスを指定します。空

白のままにするとトラップが無効になります。 

snmp-community サーバーおよび送信トラップからのクエリに使用するSNMPの読み取

り専用コミュニティ文字列を指定します。読み取り専用は認証レベ

ルであることを示します。デバイスはSNMPによって開始される書き

込み操作をサポートしません。既定値は「public」です。 

snmp-contact-name 連絡先名を指定します（通常はシステム管理者）。この文字列は情

報提供を目的としており、メールアドレスを含めることができま

す。トラップには関連付けられません。 

snmp-device-location 情報提供を目的としてデバイスの場所を指定します。 

 

以下の読み取り専用プロパティとトラップがサポートされています。 

 

読み取り専用プロパティ 

 

 シリアル番号 

 MACアドレス 

 Base FWのバージョン 

 USB接続がアクティブ（0、1） 

 USBマイクのオーディオストリームがアクティブ（0、1） 

 USBスピーカーのオーディオストリームがアクティブ（0、1） 

 USBビデオストリームがアクティブ（0、1） 

 Bluetooth接続がアクティブ（0、1） 

 VoIP通話がアクティブ（0、1） 
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トラップ 

 

 USB接続状態の変更 

 ダイヤラーのバッテリレベルが低下している（10%未満） 
 

 

 

 

CS-700のSNMP MIB 
 

REVOLABS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

    IMPORTS 

        OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, MODULE-IDENTITY, enterprises FROM SNMPv2-SMI 

        OBJECT-GROUP FROM SNMPv2-CONF 

        DisplayString FROM SNMPv2-TC 

    ; 

 

yamahaAgentMIB MODULE-IDENTITY 

    LAST-UPDATED "201705010000Z" 

    ORGANIZATION "www.revolabs.com" 

    CONTACT-INFO     

        "postal: Revolabs 

                 144 North Rd 

                 Sudbury, MA 01776 

         email:  cloudsupport@revolabs.com" 

    DESCRIPTION 

        "Defines monitoring structures for the Yamaha SNMP agent for CS-700." 

    REVISION "201705010000Z" 

    DESCRIPTION "Initial revision" 

 

    ::= { enterprises 1182 } 

 

 

    revolabs             OBJECT IDENTIFIER ::= { yamahaAgentMIB 7386 } 

    revolabsTraps        OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabs 1 } 

    revolabsTrapsObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabsTraps 1 } 

 

 

-- 

-- CS-700 objects 

-- 

 

serial OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 
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    DESCRIPTION 

    "Serial number of type String." 

    ::= {revolabs 11} 

 

serial OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "MAC address of type String." 

    ::= {revolabs 12} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "Base version of type String." 

    ::= {revolabs 13} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "USB connection active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 14} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "USB microphone audio stream active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 15} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "USB speaker audio stream active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 16} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 
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    "USB video stream active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 17} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "Bluetooth connection active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 18} 

 

version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "VoIP call active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 19} 
 

-- 

-- CS-700 traps 

-- 
 

usbconnTrap OBJECT-TYPE 

    SYNTAX      DisplayString 

    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 

    STATUS      current 

    DESCRIPTION "USB connection trap data" 

    ::= { revolabsTrapsObjects 1 } 

 

usbconnTrapHit NOTIFICATION-TYPE 

    OBJECTS     { usbconnTrap } 

    STATUS      current 

    DESCRIPTION "Generated when USB connection state changes" 

    ::= { revolabsTraps 1 } 

 

dialerBattTrap OBJECT-TYPE 

    SYNTAX      DisplayString 

    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 

    STATUS      current 

    DESCRIPTION "Dialer battery trap data" 

    ::= { revolabsTrapsObjects 2 } 

 

dialerBattTrapHit NOTIFICATION-TYPE 

    OBJECTS     { dialerBattTrap } 

    STATUS      current 

    DESCRIPTION "Generated when Dialer battery level is low" 

    ::= { revolabsTraps 2 } 

 

END  



 

100 

 

CS-700オーディオ用にWindowsを最適化する 
 

CS-700デバイスを既定のデバイスとして構成し、オーディオの品質を高めるには、この

1回限りのセットアップ手順を実行します。 

1. Windowsタスクバーの右下隅にあるスピーカーアイコンを右クリックします。 

2. メニューから「サウンド」を選択します。 

3. 「再生」タブをクリックします。 

4. 「Yamaha CS-700 Device」を右クリックします。 

5. メニューから「既定のデバイスとして設定」を選択します。 

6. 「Yamaha CS-700 Device」を再度右クリックします。 

7. メニューから「既定の通信デバイスとして設定」を選択します。 

8. 「Yamaha CS-700 Device」をもう一度右クリックします。 

9. メニューから「プロパティ」を選択します。 

10. 「音の明瞭化」タブ（または「拡張」タブ）があれば、それをクリックします。 

11. 「すべての音の明瞭化設定を無効にする」チェックボックス（または「すべての

サウンド効果をオフにする」チェックボックス）をオンにします。 

12. 「詳細」タブをクリックします。 

13. 「既定の形式」セクションのドロップダウンメニューから、「2 チャネル、24 ビ

ット、48000 Hz (スタジオの音質)」を選択します。 

14. 「テスト」をクリックします。テスト用のチャイムが流れます。 

15. 「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。 

16. 「録音」タブをクリックします。 

17. 「Yamaha CS-700 Device」を右クリックします。 

18. メニューから「既定のデバイスとして設定」を選択します。 

19. 「Yamaha CS-700 Device」を再度右クリックします。 

20. メニューから「既定の通信デバイスとして設定」を選択します。 

21. 「Yamaha CS-700 Device」をもう一度右クリックします。 

22. メニューから「プロパティ」を選択します。 

23. 「レベル」タブをクリックします。 

24. マイクのレベルを50に設定します。 

25. 「OK」をクリックします。 

26. 「OK」をクリックして「サウンド」ウィンドウを閉じます。 
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トラブルシューティング 

 

リブート 

Web-UIからは、ホームページの「RESTART DEVICE」ボタンをクリックし、選択内容を確

認してシステムをリブートします。サービスアプリケーションからは、「Configuratio

n」メニューの「Restart System」を選択します。 

また、電源コネクターを抜いてCS-700を電源から取り外した場合も本体がシャットダウ

ンされます。本体を再度接続すると再び電源が入ります。 

最後に、「音量ダウン」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5秒間長押しして本体を

リブートすることもできます。 

起動プロセス中は中央にあるステータスLEDがさまざまな色に点灯し、プロセスが完了

すると白色に点灯します。起動プロセスの終了が近づくと、本体からチャイムが鳴りま

す。リブートが完了し、DHCPによるIPアドレスの割り当てが終了するまでには数分かか

ります。 

初期設定に戻す 

Web-UIまたはサービスアプリケーションからは、「Tools」メニューの「Configuration」

メニューを開きます。ページ下部の「Reset Defaults」ヘッダーの下でリセットしたい

エリアを選択し、ページ右側の「Reset Defaults」ボタンをクリックします。 

Web-UIにアクセスできない 

使用しているIPアドレスが正しいことを確認します。CS-700デバイスのIPアドレスを確

認するには、フロントパネルの「音量アップ」ボタンと「Bluetooth」ボタンを同時に5

秒以上長押しします。すると、CS-700本体に現在割り当てられているIPアドレスが読み

上げられます。Web-UIにアクセスするには、ブラウザのURLバーに、ピリオドも含むIP

アドレス全体を入力します。このアドレスがネットワーク上の他のアドレスと競合して

いないことを確認してください。 

Webインターフェースに「https」が選択されている場合、提供可能な既知の証明書がな

いという警告がブラウザに表示されることがあるので注意してください。このような警

告は無視してWebインターフェースにアクセスしてください。 

IPアドレスが割り当てられていない場合は、ネットワーク上でDHCPサーバーが有効にな

っていることを確認してください。アプリケーションがDHCP以外のサービスに設定され

ている場合は、直接接続されたPCのサービスアプリケーションを使用してIPアドレス構
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成を行う必要があります。詳しくは、サービスアプリケーションに関するセクションを

参照してください。 

それでも引き続きアクセスの問題が発生する場合は、本体をリブートし、起動から数分

後に上記の方法を使用して、ネットワークによって有効なIPアドレスが割り当てられて

いることを再度確認してください。 

パスワードがわからなくなった 

Web-UIおよびサービスアプリケーションのパスワードを初期設定値（7386）から変更し

た後で新しいパスワードがわからなくなった場合は、2つの方法で本体へのアクセスを

復元できます。 

1. オプション66とTFTPサーバーを使用し、プロビジョニングファイルを介してパス

ワードをリセットします。この操作を実行する方法については、プロビジョニン

グサーバーとプロビジョニングファイルに関するセクションを参照してください。

この方法は、CS-700本体が自動プロビジョニングを試行するように構成されてい

る場合（初期設定）にのみ機能します。本体の自動プロビジョニングが無効にな

っている場合、この方法は機能しません。 

2. 問題が発生している本体のMACアドレスを用意してカスタマーサービスに連絡し

ます。MACアドレスがわかっていれば、カスタマーサービス側で上書き用パスワ

ードを生成できます。 

相手側に表示されるカメラの画像品質が低い 

ビデオ会議の相手側に表示される画像の品質が低い場合には、いくつかの要因が考えら

れます。CS-700は、ビデオ会議の両側を接続するコンポーネントシステムの物理的なエ

ンドポイントです。最終的に最高品質のビデオを確実に受信するには、チェーン内のす

べてのコンポーネントを検証する必要があります。システムチェーンに付随する要因と

して、以下のものが考えられます。 

 CS-700からローカルPCデバイスへのUSB接続。HDビデオ転送のサポートに必要な

十分な帯域幅を確保するために、このリンクはUSB 3.0仕様に完全に準拠してい

る必要があります。 

o USB HUBを使わず、ポイントツーポイントで接続する必要があります。 

o この接続にはCS-700に付属するUSB 3.0ケーブルを使用するか、延長ケー

ブルを使用する場合には、事前に認定された延長ケーブルのみを使用する

必要があります。 

o 最適なビデオパフォーマンスを得るためには、PCのポートがUSB 3.0に対

応している必要があります。 
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 UCソフトウェアのビデオ管理。ユニファイドコミュニケーションシステムの多く

は、配信の信頼性を高めるために、ネットワークを介して送信されるビデオの品

質をHDよりも低いレベルに落とすことがあります。CS-700はUSB 3.0を介してUC

ソフトウェアにHD品質のビデオを送信しますが、UCソフトウェアによってビデオ

が低解像度にダウンサンプリングされることがあります。 

 ネットワーク帯域幅とサービスの一貫性。ネットワークの切断と帯域幅の制限は

UCソフトウェアとエンドツーエンド接続に確実に影響します。最も大きな影響は

ビデオ品質の低下で、解像度がHDよりも低くなったり、ネットワークサービスが

中断することでノイズやフリーズが生じたりします。 

 カメラ設定を最適化する。ビデオ品質の低下が解像度や帯域幅に関するものでな

ければ、UCソフトウェアのコントロールパネルやカメラ設定を使用してカメラの

その他の設定（コントラスト、明るさ、鮮明度、色相など）を最適化してみるこ

とができます。 

 「Power line frequency for anti-flicker」が正しく設定されていることを確

認します。蛍光灯を使用している場合、周波数が正しく設定されていないと画像

がちらつくことがあります。周波数は、UCアプリケーション（対応している場

合）、またはサービスアプリケーションの「Camera」メニューから設定できます。 

 

相手側に表示されるカメラの画像が正しく位置合わせされていない 

相手側に表示される画像がうまく枠内に収まっていない（正しく位置合わせされていな

い）ことがあります。CS-700が机やディスプレイを中心として左右対称に配置されるよ

うに会議室が構成されていないと、カメラの画角がうまく合いません。 

このような場合はカメラの垂直角度を調整し（「システムをセットアップする」セクシ

ョンを参照）、会議室に合わせてカメラが最適化されるように、サービスアプリケーシ

ョンを使用してカメラのパン/チルト/ズームを必要に応じて調整します。 

 

相手側にカメラの画像が表示されない 

 カメラミュートがオンになっていないことを確認します（オンの場合はLEDが赤

色に点灯）。カメラミュートがオンになっていると、相手側には「一時停止」イ

メージが大きく表示されます。 

 UCソフトウェアが正しく表示されており、ソフトウェア設定でYamaha CS-700カ

メラデバイスが有効になっていることを確認します。 
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技術仕様 

電源アダプター 
モデル番号 ADP-38DR A 

Bluetooth仕様 
Bluetooth仕様のバージョン 2.1 + EDR 

サポートされるプロファイル HFP（1.6）、A2DP 

サポートされるコーデック SBC、mSBC、CVSD 

ワイヤレス出力 クラス2 

最大通信距離 10 m 

無線周波数（動作周波数） 2,402 MHz～2,480 MHz 

最大出力電力（EIRP） 4.0 dBm（2.5 mW） 

オーディオ 
スピーカーバー スピーカーエレメント4個、左側にツイーター、右側にミッドウ

ーファー搭載 

スピーカー周波数応答 160～20,000Hz 

最大SPL 90dB（1m） 

マイク 4個、Human Voice Activity Detection機能搭載ダイナミックビ

ームフォーミングアレイ 

マイク収音範囲 180°の音声を収音、最適距離3.60m以内 

マイク周波数応答 160～16,000 Hz 

双方向音声通信 可 

エコーキャンセル 超広帯域適応型AEC 

LED表示 コール動作、マイクのミュート/ミュート解除 

ビデオ 
カメラセンサー 高解像度CMOS 

解像度 1080p、30fps（USB 3.0/3.1の場合） 

640×360、30fps（USB 2.0の場合） 

プライバシーカバー デジタルプライバシー制御 

LED表示 カメラ動作、ビデオストリームのミュート/ミュート解除 

UVC対応 UVC 1.5 

画角 対角120° 

最大ズーム 2.25 

インターフェース 
マウントコネクター 壁面取付用ブラケット（ディスプレイの上または下に取付可） 

USBポート ストレインリリーフ付USB 

オーディオ、ビデオ、HID、グラフィック表示をUSB 2.0および

3.0/3.1上でサポート 

多目的USBポート 外部USBデバイス、有線ダイヤラーとしてのタブレット、または

USB接続を介したIPをサポートするUSBポート 

イーサネット RJ-45、10M/100M 

Bluetooth® 可。HFPおよびA2DPに対応 

AUXオーディオ入力 3.5mmステレオ 

HDMI（2） HDMIコネクター2個（Display Link搭載CS-700DLモデルおよびCS

-700DSモデル） 

SIP（-SPモデルおよび-DSモデルのみ） 
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コール処理 発信、応答、保留、保留解除、転送（ブラインドおよび監

視）、フォワーディング、着信拒否、リダイヤル、コールタイ

マー、発信者ID、短縮ダイヤル、不在着信通知、ボイスメール

通知（コールマネージャの構成） 

コールブリッジ ブリッジするSIPおよびUSBのコールをサポート。結合、分割、

保留、保留解除、2+1+1回線：最大でSIPコール2、USBコール1、

Bluetooth®コール1およびユーザー 

コーデック G.711（A-lawおよびμ-law）、G.722、G.726、G.729 

DTMF対応 RTPイベント、SIPインバンド、SIP情報パッケージ 

セキュリティ SRTP/SRTCP対応（RFC 1889）、IETF SIP対応（RFC 3261および

関連RFC）、SSIP、構成ファイル群のパスワード保護、ログイン

のパスワード保護 

ネットワークとプロビジョニング DHCPまたは静的IP、サーバーベースの集中型プロビジョニン

グ、各ユニット構成用Webポータル 

適合性 
安全 IEC60065、IEC60950、IEC62368 

EMC CISPR13/CISPR22/CISPR32/FCC/J55013/ETSI EN 300 328/ETSI E

N 302 291-2/ETSI EN 300 330-2、EN55024/CISPR24または35お

よびETSI EN 301 489-1 

環境 RoHS、Reach、WEEE 

保証 
EUを除く全地域 メーカー保証1年 

EU メーカー保証2年 

寸法、重量、電源、動作温度 
高さ 98.75mm 

奥行き 68.5mm 

幅 861.7mm 

重量（ブラケットを含む） 3.3kg 

入力電圧（電源） AC100～240V 

入力電流（電源） 1A 

入力周波数（電源） 50～60Hz 

入力電圧（CS-700） 15V 

入力電流（CS-700） 2.4A 

電力消費（最大） 36 W 

電力消費（ネットワークスタンバイ） 1.6 W 

スタンバイ時間 20分（ユーザー選択可能） 

電源コード長 3m（各地域の電源コード要件に適したSKUを発注してくださ

い。） 

動作温度 0～40℃ 

保管温度 -30～55℃ 

動作/保管相対湿度 20～85%（結露しないこと） 

最高動作高度 2,000m 
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日付コード 

CS-700ラベル上の日付コードは、製品の製造時期を表しています。先頭桁は年を表しま

す。 

先頭桁 暦年 

7 2017 

8 2018 

9 2019 

0 2020 

1 2021 

2桁目と3桁目はその年における週番号を表します。範囲は年第1週の01から52（または5

3）までです。  
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オープンソースソフトウェア 

 

次の表に、CS-700製品のオープンソースソフトウェアと、これらのソフトウェアパッケ

ージを使用するためのライセンスを示します。 

CS-700製品で使用されるオープンソースソフトウェアパッケージは次のとおりです。 

名前 バージョン ライセンスの種類 

psp_linux 12.0 GNU GPLv2 

psp_omap 3.20.00.14 GNU GPLv2 

mtd-utils 1.0 GNU GPLv1 

udev 055 GNU GPLv2 

busybox 1.00 GNU GPLv2 

buildroot 2013.08.1 GNU GPLv2 

glibc 2.3.3 GNU LGPLv2.1 

Tecla Library 1.6.2 フリーソフトウェアライセンス 

cURL 7.33.0 MIT 

OpenSSH 6.8 BSD 

CMU Flite 2.0.0 フリーソフトウェアライセンス 

Evtest 1.23 GNU GPLv2 

OpenLLDP 0.4alpha GNU GPLv2 

pjsip 2.2.1 GNU GPLv2 

ezXML 0.8.6 MIT 

BlueZ Interface 5.46 GNU GPLv2 

Net-SNMP 5.7.3 BSD 

 

以下に記載するインターネット上のアドレスから、さまざまなソフトウェアライセンス

とライセンステンプレートをダウンロードできます。 

ライセンスの種類 サプライヤー名/Webアドレス 

GNU GPLv1 https://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html 

GNU GPLv2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

GNU LGPLv2.1 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 

BSD http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause 

MIT http://opensource.org/licenses/MIT 

フリーソフトウェアライ

センス 

http://www.astro.caltech.edu/~mcs/tecla/LICENSE.TERMS 

 

これらのオープンソースソフトウェアパッケージのソースコードが必要な場合は、Yama

ha Unified Communications（uc-customersupport@music.yamaha.com）までご連絡くだ

さい。 
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