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概要

資料は見つけられる問題に同じゲートウェイが Public Switched Telephone Network （PSTN）お
よび送信ダイヤラのために使用されるときソリューションを記述したものです。 この資料はパッ
ケージ コンタクトセンター エンタープライズ（PCCE）機能 ガイドに補足、リリースします
11.0(1) 送信オプション セクションをです。

ラミロ Amaya および Mayur Vyas によって貢献される、Cisco TAC エンジニア 

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Unified Contact Center Enterprise（UCCE）●

PCCE●

送信ダイヤラ●

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）●

Cisco IOS ® 音声ゲートウェイ（GW）●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

CUCM バージョン 11●

Cisco IOSボイス ゲートウェイ: c2800nm-adventerprisek9_ivs-mz.151-2.T5●



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

音声ゲートウェイは特定のコールフローの顧客にコールがエージェントに送られるときリングバ
ックトーンを生成します。 送信ダイヤラでは、これは何かです顧客はエンドユーザにこれが送信
呼び出しであり、転送されていることを知ってほしくないです

ダイヤラ コールフローに関しては、呼出しの生成を、セッション開始プロトコル（SIP） 正規化
スクリプト Unified Communications Manager SIP トランクにゲートウェイから防ぐため。

同じゲートウェイが送信ダイヤラおよび PSTN コールのために使用されるシナリオでは、PSTN
のためのトランクは依然として必要としましたり PSTN に呼出しをするためにゲートウェイを誘
発することをインバウンド コールのための 180 リング SIP メッセージが送信ダイヤラ コールの
ために無効に なる必要があります呼出しますが。

解説されている 2 つのシナリオの例はここにあります:

イメージ 1. PSTN コール

イメージ 2.ダイヤラ コール



設定

SIP 正規化スクリプトがダイヤラ コールに使用したゲートウェイ トランクにだけ加えられ同じゲ
ートウェイがダイヤラおよび PSTN コールのために使用されるので、追加ゲートウェイは必要
CUCM で作成されるトランキングします。 ただし、CUCM でトランクが別の着信ポートを使用
しなければ同じトランクを二度追加できません。 従ってこのシナリオで、ダイヤラに使用したゲ
ートウェイ トランクに PSTN コールに使用したゲートウェイ トランクからの別の着信ポートが
あります。 それは異なる着信ポートが付いている同じゲートウェイ、です。

CUCM

ステップ 1. <IP_address> が CUCM を識別する https:// <IP_address>:8443 にナビゲートして下
さい。

ステップ 2. CUCM に署名して下さい。

ステップ 3. CUCM の SIP トランク セキュリティプロファイルを作成するために、通信マネージ
ャを GUI > システム > Security > SIP トランク セキュリティプロファイル > 選択して下さい[新
しい追加して下さい]。 デフォルトポートは 5060 です。 ゲートウェイおよび CUCM のために利
用可能な 5065 のまたはあらゆる SIP ポートにデフォルトポートを変更して下さい。

イメージ 3. SIP セキュリティプロファイル



ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。

ステップ 5.新しい SIP トランクを作成し、新しい SIP トランク セキュリティプロファイルを追
加して下さい。

イメージ 4.は新しい SIP トランクを作成します

ステップ 6. 『SAVE』 をクリック して下さい。

ステップ 7. 『Reset』 をクリック して下さい。

ステップ 8 通信マネージャでは GUI > デバイス > デバイス設定 > SIP 正規化はコンテンツ フィ
ールドにスクリプト > [新しい作成して下さい]、この SIP 正規化スクリプトを入力します。 他の
値はすべてディフォルトするべきセットに残ります。

 M = {}

 機能 M.outbound_180_INVITE(msg)

 msg:setResponseCode(183 「進行中の」、セッション）

 最後

 M を戻して下さい



イメージ 5.は正規化スクリプトを追加します

ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。

ステップ 10. SIP トランクと新しい正規化スクリプトを関連付けて下さい。

トランクのイメージ 6.関連スクリプト

音声ゲートウェイ

Cisco Packaged Contact Center Enterprise 機能 ガイドで、リリース 11.0 は説明される CUCM
SIP トランク セキュリティプロファイルで着信ポートが設定されているとエージェントに、ゲー
トウェイ コンフィギュレーションに加えて着信転送のための発信 ダイヤル ピアを設定します
（ポート 5065 は前の例で使用されました）。

発信 ダイヤル ピアをエージェントにコールを転送するために設定して下さい

この例は Th ゲートウェイでこの設定を示したものです:

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_11_0_1/maintenance/Guide/PCCE_BK_P19C8B8E_00_pcce-features-11.pdf
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_11_0_1/maintenance/Guide/PCCE_BK_P19C8B8E_00_pcce-features-11.pdf


 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

確認とトラブルシューティング

dailer レグが PSTN Integrated Services Digital Network （ISDN）側で接続するとき、UCCE はエ
ージェントへの参照転送を始めます。 この場合、GW はユーザ エージェント（UA）にエージェ
ントが常駐するところ勧誘を送信 します。  CUCM の場合には、ゲートウェイは転送レグで鳴る
180 を受け取ります。  発信者がちょうどコールに応答した ISDN Primary Rate Interface
（PRI）に呼出しを展開するためにゲートウェイ レシーブがこれ、それ GW を誘発する時。  最
終結果は発信者返事で、呼出しを聞きます。

接続されるコール

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

受け取られるダイヤラから参照して下さい

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

勧誘が CUCM に送信 された後、CUCM はゲートウェイに試みる 100 つを鳴る 180 送信 します
。

dial-peer voice 11000 voip

 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

ゲートウェイは DSP からの PRI レグに呼出しをします。

dial-peer voice 11000 voip



 destination-pattern 11T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.31:5065(this is Call Manager's IP address and Security profile

incoming port)

 voice-class codec 1

 voice-class sip rel1xx supported "100rel"

 dtmf-relay rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric

 no vad

SIP トランクが設定 セクションに記述されているように設定された後、CUCM は送信ダイヤラ
コールのために鳴る 180 の代りに 183 セッション処理を送信 し、これは ISDN PRI レグで呼出
しを生成するためにゲートウェイを停止します。
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