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はじめに
Cisco Validated Design（CVD）は、一般的な使用例や最新のエンジニアリング システムのプライオリティ
に基づくシステム設計の基礎を提供します。CVD には、お客様のコラボレーション ニーズに応えるための
幅広いテクノロジー、機能、アプリケーションが組み込まれています。シスコのエンジニアは、より迅速
で、信頼性が高く、完全に予測可能な展開を実現するために、各 CVD の包括的なテストと文書化を進めて
います。
Cisco Validated Design 用のマニュアル

『Cisco Preferred Architecture（PA）Design Overview』を活用すると、お客様およびセールス チームは組
織のビジネス要件に基づいて適切なアーキテクチャを選択し、アーキテクチャ内で使用される製品について
理解し、設計上の一般的なベスト プラクティスを習得することができます。これらのガイドは、販売プロセ
スをサポートします。

『Cisco Validated Design（CVD）』資料は、シスコ推奨アーキテクチャを導入する手順について詳しく説明
しています。これらの資料はプリファード アーキテクチャの計画、設計、および実装を支援します。

『Cisco Collaboration Solution Reference Network Design（SRND）』資料は、シスコ コラボレーションの
設計上のオプションについて詳しく説明しています。設計上の要件がシスコ推奨アーキテクチャの適用範囲を
超える場合には、SRND を参考にしてください。

コマンドの読み方
多くの CVD ガイドでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用してネットワーク デバイスを設
定する方法について説明しています。ここでは、入力する必要のあるコマンドを指定するために使用される
ルールを説明します。
CLI で入力するコマンドは、次のように示してあります。
configure terminal
変数の値を指定するコマンドは、次のように示してあります。
ntp server 10.10.48.17
ユーザ側で定義する必要のある変数を伴うコマンドは、次のように示してあります。
class-map [highest class name]
CLI またはスクリプト プロンプトでのコマンドは、次のように示してあります。
Router# enable

改行を伴う長いコマンドには下線が引いてあります。1 つのコマンドとして入力してください。
police rate 10000 pps burst 10000 packets conform-action set-discard-classtransmit 48 exceed-action transmit

4 ページ

はじめに

コメントと質問
本ガイドについてコメントや質問をするには、collab-mm-cvd@external.cisco.com
に電子メールを送信してください。
最新の CVD ガイドは下記のサイトで確認してください。
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration

5 ページ

CVD Navigator

CVD Navigator
CVD Navigator は、使用例、扱うテクノロジーの範囲または広さ、推奨されるスキルや経験、このガイドに関
連する CVD という重要な要素をまとめることによって、このガイドの適用対象であるかどうかを判別するた
めに役立ちます。この項には概要だけを示してあります。
詳細については、「はじめに」を参照してください。

関連 PA ガイド

使用例

Cisco Preferred Architecture for
Midmarket Voice 11.x.設計

このガイドは、次のテクノロジー上の使用例に対応し
ます。
• 中央集中型ユニファイド コミュニケーション：大き

な組織では、Cisco Business Edition 6000
（BE6000）を使用して 1000 人のユーザまで拡張
できる、高品質の音声およびビデオ コミュニケー
ションを必要としています。このような組織では、
高価な機能をリモート サイトで複製する必要がな
い、導入が容易で中央から管理しやすいソリュー
ションを求めています。
詳細については、このマニュアルの「使用例」
を参照してください。

範囲

関連 CVD ガイド
Collaboration Edge Using Cisco
Business Edition 6000

関連 CVD ガイドを参照するには、
タイトルをクリックするか、次のサイトを
参照してください。
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration

このガイドでは、以下の分野のテクノロジーと製品を扱います。
• ユニファイド コミュニケーション アプリケーション（IP テレフォニー ボイスメールと IM、

プレゼンスなど）
• 仮想サーバ
• 音声ゲートウェイと会議ブリッジ
• リモート サイトの生存性を含むリモート IP 電話
• Session Initiation Protocol（SIP）シグナリング
• Lightweight Directory Access Protocol 統合
• Cisco Prime Collaboration Provisioning（PCP）

詳細については、このマニュアルの「設計の概要」を参照してください。
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習熟度
このガイドは、次の技術に習熟しているか、同等の経験を持つ方を対象としています。
• CCNA Collaboration：音声およびユニファイドコミュニケーションのアプリケーション、デバイス、

ネットワークの設計、インストール、トラブルシューティングにおける 1 ～ 3 年の経験。
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はじめに
コミュニケーションは組織の活力源であり、今日のグローバル経済において、さまざまな方法で連絡を取
り合いたいというニーズは高まるばかりです。人々が連携に使用する方法は長年にわたって変化してきま
したが、他者とシームレスに連携できることは、ビジネスの成功にとって常に極めて重要です。
競争力を維持するには、コミュニケーション リソースに常時安定してアクセスできる必要があります。組
織内外の信頼できるコラボレーション チャネルの重要性は測り知れません。効率性を高めるには、容易に
導入、管理でき、直感的に使用できるコラボレーション テクノロジーが必要です。

テクノロジーの使用例
コラボレーションは、企業の成功にとって常に不可欠な要素です。厳しいグローバル経済環境から高まる
プレッシャーによって、コラボレーションの重要性がこれまで以上に増していることを組織は実感してい
ます。具体的には、運用コストと設備投資の管理と、従業員の生産性の強化を同時に実現して競争力を維
持する試みに取り組んでいます。
以下の事柄について実現方法を特定すれば、「少ない投資で多くの成果を上げる」アプローチを達成でき
ます。
• 従業員の支援：ユーザは、必要なときに自由に情報にアクセスできる、思いどおりになるコミュニ

ケーション ツールを利用できる場合に、より力を発揮できます。若い従業員：特に、20 代の「ゆと
り世代」は、そのようなネットワーキング ツールを職場に持ち込んでいます。組織では協調の取れ
た戦略を開発することによって、こうしたテクノロジーを積極的に管理し、（理想的には）テクノロ
ジーを最大限に活用できる能力を強化します。
• リアルタイム コミュニケーションの提供：コラボレーション アプリケーションは、活用力を持つ

ユーザへのリアルタイム コミュニケーションを実現し、情報共有とプライバシーに備えます。情報
がユーザ コミュニティ全体で共有されるため、情報の正確性は簡単に確認され、正しい情報に修正
されます。
• 変革による加速：新しいコラボレーション プロセスの導入に成功した組織は、敏速に動き、より良

い決定を下せるだけでなく、より深い情報を引き出し、時間や距離の障壁を越えた効率的な企業運営
を実現することもできます。ビジネスにおいては常に「早い者勝ち」なのです。
この課題に対処するには、Web 会議アプリケーション、ユニファイドコミュニケーション、ビデオ コラ
ボレーション会議などのコラボレーション サービスが不可欠です。ただし、このような機能を組織全体に
提供するには、堅牢でスケーラブルなネットワーク インフラストラクチャが必要です。

使用例：中央集中型ユニファイド コミュニケーション
組織は、1000 ユーザまで拡張できる高品質の音声およびビデオ コミュニケーションを必要としていま
す。このような組織では、高価な機能をリモート サイトで複製する必要がない、迅速に導入可能で中央か
ら管理しやすいソリューションを求めています。
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この設計ガイドによって、次の機能が実現されます。
• シングル クラスタの中央集中型設計：インフラストラクチャ コンポーネントを節約しながら、一元

化されたサイトからの導入が容易で管理しやすいソリューションにします。シングル クラスタの中
央集中型設計では、各リモート サイトは、WAN 経由で本社サイトに接続し、本社の場所から呼処理
機能を受け取ります。

• セルフ プロビジョニング：エンドユーザまたは管理者は、最小の管理作業によって Cisco Unified

Communications Managerシステムに、プロビジョニング解除された電話機を追加できます。
• Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）統合：ユーザ管理のために単一の情報ソースを必要と

する設計用に Prime Collaboration Provisioning（PCP）との LDAP ディレクトリ統合を使用します。
• ダイヤル プラン：公衆交換電話網（PSTN）を扱う方法を制御できます。Prime Collaboration

Provisioning を使用して、サイトまたは国固有のダイヤリング動作を追加できます。

• 定型オンネット ダイヤル プラン：4 桁の内線番号を含む定型オンネット ダイヤル プランで構成され

たエンドポイント アドレッシングを使用します。オプションのアクセス コードと 2 桁または 3 桁の
サイト コードをローカル サイトの 4 桁のダイヤルと一緒に使用できます。
• ローカル ルート グループ：ローカル ルート グループは、すべてのサイト用の Session Initiation Protocol

（SIP）ゲートウェイのプロビジョニングに必要なルート パターンの数を減らすために使用します。
• サービス クラス：緊急、市内、長距離、および国際ダイヤル機能を実現するために、パーティショ

ンおよびコーリング サーチスペース を使用したサービス クラス（CoS）のカテゴリをプロビジョニ
ングします。
• Survivable Remote Site Telephony（SRST）：SIP および Skinny Client Control Protocol（SCCP）

電話用に、標準 SRST によって、各リモート サイトでフェールオーバーを提供します。
• デバイス モビリティ：Cisco Unified CM でデバイスの物理的な場所を判断し、コール処理ポリシー

を適宜適用できるデバイス モビリティ機能を使用します。
• サーバ ロード バランシング：Cisco Unified CM 冗長性グループ全体で、電話機ごとに、電話機の

ロード バランシングを行います。
• エクステンション モビリティ：すべての電話機に Cisco Extension Mobility 機能を使用します。これ

によりユーザは、Cisco Unified IP Phone を自分用に割り当てたり、組織内の電話機間で移動させた
りできます。
• メディア リソース：すべてのサイトの会議ブリッジなど、個別のメディア リソースをプロビジョニ

ングします。
• コール アドミッション制御：一般的なハブアンドスポーク WAN 環境にロケーション ベースのコー

ル アドミッション制御（CAC）を提供します。
• ボイス メッセージング：ボイス メッセージングの統合のために Cisco Unified CM をプロビジョニン

グし、PCP（Prime Collaboration Provisioning）と合わせて設定されています。
• インスタント メッセージとプレゼンス：Cisco Unified CM IM and Presence サービス統合をプロビ

ジョニングします。
• ポイントツーポイント ビデオ：ビデオ エンドポイントを使用する 2 参加者間で自動ポイントツーポ

イント ビデオ コールを有効にします。

• シンプルな管理：Cisco Prime Collaboration Provisioning は、1 つのインターフェイスから複数の

サービス用の、簡素化されたユニファイド マネジメントを提供します。
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設計の概要
この設計ガイドは、適切な機器を推奨し、シスコによって開発およびテストされた手順と手法を使用する
ことで、テクノロジーの選択と実装のコストを削減します。このドキュメント内のガイダンスを適用する
ことにより、テクノロジーの導入に必要な時間が短縮され、コンポーネントを迅速、正確に、一貫して導
入できるようになるため、投資回収率の実現に向けて有利なスタートを切ることができます。
テクノロジーとしての IP テレフォニーとは、古いスタンドアロン電話スイッチからソフトウェアベースの
スイッチへの移行です。つまり、データ通信と音声通信に別個の配線プラントを使用するのではなく、
データ ネットワークが音声通信の物理伝送路になるのです。IP テレフォニーや、ビデオを含むその他の音
声およびビデオ コミュニケーション形式を定義する市場カテゴリを、ユニファイド コミュニケーションと
いいます。

Cisco 推奨アーキテクチャ
シスコ推奨アーキテクチャでは、一般的な使用例に基づいて、市場セグメントごとに推奨される導入モデ
ルを説明します。このモデルは、シスコ コラボレーション ポートフォリオの全製品のうち、ターゲットの
市場セグメントと定義した使用例に最も適した製品で構成されます。これらの導入モデルは、ビジネス
ニーズの変化に応じて組織とともに拡張するように構築されています。規範的なアプローチであるため、
複数のシステム レベルのコンポーネントの統合が容易であり、組織のビジネス ニーズに最適な導入モデル
を選択できます。
シスコ推奨アーキテクチャ（PA）では、組織が生産性の向上を即座に実現し、現在の音声展開の価値を高
めることのできる機能を推奨します。
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ソリューションの詳細
ユニファイド コミュニケーション CVD には次のコンポーネントがあります。
• コール制御および SIP エンドポイント登録用の Cisco Unified Communications Manager

（Unified CM）。
• ボイス メッセージング用の Cisco Unity Connection。
• インスタント メッセージングのためと、エンドポイントのプレゼンス ステータスを表示するための

Cisco Unified CM IM & Presence。
• エンドポイントのプロビジョニングと UC アプリケーションの統合用の Cisco Prime Collaboration

Provisioning。
• コールの発信と受信用のデスクトップ（Cisco 8800 シリーズ IP フォン、Cisco Jabber、Cisco

Desktop Collaboration Experience DX シリーズ）および多目的（Cisco TelePresence SX 10 および
20 Quick Set）システム。

Cisco Unified Communications
この設計に使用されている製品とプライオリティは、お客様、パートナー、およびシスコのサービス担当
者の要件に基づいています。具体的なビジネス要件は、このガイドに示された要件と異なる場合がありま
す。その場合は、ここでご案内する製品の選択がお客様のニーズと正確には一致しないこともあるので、
あらかじめご了承ください。
Cisco Unified Communications には、次のソフトウェア コンポーネントがあります。
• Cisco Unified CM は、本社サイトおよびリモート サイト内のすべてのユーザにインターネット プロ

トコル構内交換機（IP PBX）機能を提供します。最初の Unified CM アプライアンスは、同じクラス
タ内の他の Unified CM アプライアンスすべてがサブスクライブするマスター データベースを格納し
ているため、パブリッシャと呼ばれます。残りのアプライアンスはクラスタでの機能に応じてサブス
クライバまたは Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバと呼ばれます。
• Cisco Unity Connection は、電子メールの受信トレイとボイスメール サービスのボイスメール統合な

ど、多くの生産性を高める機能を提供します。ボイスメールは、ユニファイド コミュニケーションの
基盤の一部と見なされます。
• Cisco IM and Presence は、個人およびグループのインスタント メッセージング サービスおよびプレ

ゼンス情報をユーザに提供します。
このガイドは、ターゲットとする使用例に合わせた冗長コール制御を提供するために 1:1 パブリッシャ サ
ブスクライバ クラスタ設計を使用します。
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シングル クラスタの中央集中型設計

次のシングル クラスタ中央集中型設計モデルは、ユニファイド メッセージング機能を持つ高可用性とス
ケーラビリティを備えた、コール制御とボイスメールのシステムを提供します。
Cisco Business Edition（BE）6000 では、最大 1000 ユーザに対して単一の Cisco UCS サーバ プラット
フォームを使用します。仮想化されたサーバによって、次の機能が実現されます。
• 資本コストと運用コストを削減するために、パブリッシャ、サブスクライバ、TFTP 機能が、単一

ハードウェア プラットフォームの Cisco Unity Connection と組み合わされています。
• BE6000 用の Cisco UCS C220 M4 ハードウェア プラットフォームは、1 ラック ユニットフォーム

ファクタです。
• Cisco Business Edition 6000 は、同じ仮想サーバ プラットフォームで、Cisco Instant Messaging and

Presence と Cisco Unified Contact Center Express をサポートします。組織は、必要に応じて、この
構成に冗長サーバを追加できます。
設計モデルの場合は、次の機能が提供されています。
• スイッチやリンク接続に障害が発生した場合に高可用性を提供するために、サーバ ルームまたはデー

タセンター内の別のスイッチに各サーバを接続します。
• 各ユーザの複数デバイスに対して十分な容量があります。たとえば、各自の電話をリモート制御でき

るクリック通話や他のアプリケーションを高い割合のユーザが使用するために十分なコンピュータ/
テレフォニー インテグレーションにより、デスク フォンおよびソフトフォンを有効にできます。
• 公共エリア、会議室、倉庫、休憩室などにある、特定のユーザに割り当てられていない電話で使用で

きる追加の容量があります。
• Cisco Unity Connection は、シンプルな音声メール システムとして展開されます。ただし、追加構成

を使用することで、カレンダー ベースのコール処理、Microsoft Exchange との統合、およびその他
のネットワーク対応ボイスメール システムが提供されます。Cisco Unity Connection は、冗長性のな
いシステムとしてアーキテクチャに展開されますが、必要に応じて 2 台目の高可用性サーバを追加で
きます。
• 会議、コンタクト センター、ビデオ会議、Collaboration Edge などの他のサービスをサポートでき

ます。これらのアドバンスド サービスについては、他の設計ガイドをご覧ください。
• Business Edition 6000S は、150 ユーザまでをサポートするエントリ レベルの中央集中型ユニファイ

ド コミュニケーション ソリューションに使用できます。BE6000S の設定（事前設定されたイメージ
なし）については、この設計ガイドで詳しく説明します。このガイドの「付録 B」に BE6000S の設
定例があります。
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Cisco Unified CM、Cisco Unity Connection、および Unified CM IM and Presence を含むネットワーク ブ
ロック図
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この中央集中型設計は単一の本社サイトと最大 49 のリモート サイトで構成されます。Cisco Unified CM
および Cisco Unity Connection サーバのインスタンスは、ボイス メッセージングおよび Cisco Prime
Collaboration Provisioning（PCP）による 1000 テレフォニー ユーザまでの呼処理に対応するためにメイ
ン サイトに配置されます。冗長構成と他のアプリケーションのインストールのために、オプションの
BE6000 サーバをメイン サイトに配置できます。各リモート サイトは、WAN 導入の一環として導入され
た Cisco ISR G2 ルータを利用します。Cisco Expressway C および Expressway E を利用するリモート
ワーカー/モバイル ワーカーの使用例の詳細については、『Collab Edge using BE6000 Design Guide』を
ご覧ください。

Cisco Unified Computing System
IP テレフォニーやボイスメールなどの Cisco Unified Communications アプリケーションは、ユーザ数およ
び適用される機能によって処理とストレージの要件が異なるため、予想される使用方法に応じて適切な
サーバ プラットフォームを選択することが重要です。
1000 ユーザ以下については、Cisco Business Edition（BE）6000 をお勧めします。ハードウェア冗長性を
必要とする組織では、2 台目の BE6000 サーバを追加できます。
Cisco BE6000S は、25 ～ 150 ユーザに適したユニファイド コミュニケーションおよび音声ゲートウェイ
機能を単一アプライアンスで提供します。

Prime Collaboration Provisioning
Cisco Prime Collaboration Provisioning は、企業の次世代通信サービスを管理するスケーラブルな Web
ベース ソリューションを提供します。Prime Collaboration Provisioning は、IP テレフォニー、ビデオ、ボ
イスメール、ユニファイド メッセージングが統合された環境で IP 通信のエンドポイントとサービスを管理
します。この統合環境には、Cisco Unified Communications Manager、Cisco UCM Instant Messaging and
Presence、Cisco Unity、Cisco Unity Connection などのシステム、およびアナログ ゲートウェイが含まれ
ます。

セルフ プロビジョニング
セルフ プロビジョニング機能により、エンドユーザまたは管理者は、最小の管理作業で Cisco Unified
Communications Manager システムに、プロビジョニング解除された電話機を追加できます。ネットワー
クにエンドポイントを接続して、ユーザを識別するためのいくつかの指示に従うことにより、電話機を追
加できます。この機能により、管理者に問い合わせることなくデスクの電話機またはソフト クライアント
を直接追加できるため、エンドユーザの Out-Of-Box Experience が向上します。エンドユーザに代わって
デスクの電話機を追加できるため、管理者による導入の手間が簡略化されます。この機能により、管理者
およびユーザは、Cisco Unified Communications Manager Administration GUI を直接操作することなく、
デバイス自体を操作して多数のデバイスを導入できます。この機能では、電話機でセルフプロビジョニン
グを試みるときに、新しいデバイスを作成するために必要な情報をシステムで入手できるように、多数の
テンプレートおよびプロファイルを管理者が事前設定する必要があります。
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Active Directory の統合
Active Directory の統合では、社内ディレクトリから Cisco Prime Collaboration Provisioning データベース
にユーザを自動プロビジョニングできます。これにより、複数のディレクトリを維持するのではなく、単
一のディレクトリを維持することができます。したがって、社内ディレクトリの変更のたびにコア ユーザ
情報を PCP に手動で追加、削除、または修正する必要はありません。別の利点として、エンドユーザが
Active Directory と同じクレデンシャルを使用して PCP に認証できることがあります。これにより、ネッ
トワークをまたがってパスワードが転送される回数が減ります。

Cisco 音声ゲートウェイ
シスコのサービス統合型ルータ（ISR）は、リモート サイト用に、公衆電話網、音声会議、リソース復元力
のあるコール制御へのゲートウェイ サービスを提供します。単一のプラットフォームでこれらの音声サー
ビスを組み合わせることにより、個別コンポーネントによる場合と比べて大きく節約できます。音声サー
ビスは、ワイド エリア データ ネットワークにも接続している ISR によって提供するか、容量と冗長性を
追加するためにスタンドアロン ISR に展開できます。
既存の ISR に音声を統合するかどうかは必要な音声容量とモデルの全体的な性能によって決まります。ISR
の CPU 使用率が常に 40 % を越えている場合は、音声トラフィックの処理遅延を避けるために、音声サー
ビスには専用システムが適しています。音声インターフェイス カードまたはデジタル シグナル プロセッ
サで使用可能な ISR のスロットが限られている場合は、専用システムによって必要に応じて追加の容量を
提供することをお勧めします。本社ロケーションで音声サービスに使用する ISR は、データセンターまた
はサーバ ルーム スイッチに接続します。リモート ロケーションでは、アクセス スイッチまたはディスト
リビューション スイッチに接続されます。
第 2 世代 Cisco サービス統合型ルータ（ISR G2）は、電話機の数および適用される機能によって処理能力
が異なるため、予想される使用方法に応じて適切なプラットフォームを選択することが重要です。
次の表に示すように、SRST のユーザ数によって適切なルータ モデルが決まるため、さまざまな CVD
WAN 設計ガイドの情報よりもこのガイドのサイジング情報が優先されます。
表 1. スタンドアロン音声ゲートウェイの拡張オプション

50 ユーザ
50 ユーザ
100 ユーザ
100 ユーザ
250 ユーザ
730 ユーザ
1200 ユーザ
1200 ユーザ

音声ゲートウェイ

音声 T1/E1

トランク ポート

Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco

4
8
6
12
8
12
18
24

120
240
180
360
240
360
540
720

2911
4321
2921
4331
2951
3925
3945
4431
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ダイヤル プラン
ダイヤル プランは、IP テレフォニー システムの重要な要素の 1 つであり、すべてのコール処理エージェ
ントにとって不可欠となる部分です。概説すると、ダイヤル プランは、コールをどのようにルーティング
するかを呼処理エージェントに指示する役割を果たします。PCP は PSTN 宛先のパス選択の一環として
+E.164 ダイヤル プランを設定します。固有のニーズを満たすためにダイヤル プランを変更できます。シ
スコでは、次の例に示すように、E.164 ダイヤル プランを使用することを推奨します。
読者へのヒント
PCP を使用して、デフォルト テンプレートの展開、新しいダイヤル プランの作成、または既存ダ
イヤル プランの変更が可能です。

図 1. 7 桁のローカル ダイヤルを許可する NANP 用の +E.164 ダイヤリング

図 2. 10桁のローカル ダイヤルを許可する NANP 用の +E.164 ダイヤリング

設定済みの 2 つの国際ルート パターンがあります。可変長ダイヤル番号をルーティングするパターンと、
インター ディジット タイムアウトをユーザがバイパスできるようにシャープ（#）を設定したパターンで
す。電話機から入力するときにインター ディジット タイムアウトの遅延を防止するために、+911 および
+1911 緊急ルート パターンは緊急プライオリティで作成されています。
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ダイヤル プランは PCP を使用し、どの国にも合わせて設定できます。例として、オーストラリアのダイ
ヤル プランに対するいくつかのルート パターンおよびルート パーティションを次の表に示します。
図 3. オーストラリアの +E.164 ダイヤリング

サイト コード
アクセス コード、サイト コード、および 4 桁の内線番号を含む定型オンネット ダイヤル プランを使用す
ることを推奨します。アクセス コードおよびサイト コードを使用すると、互いに重複する可能性のあるリ
モート サイトの内線番号をオンネット ダイヤル プランで区別できます。
この方法を使用すると、番号のコンフリクトなしで、カリフォルニア州サンノゼにある電話機に、テキサ
ス州ヒューストンにある電話機と同じ 4 桁の内線番号を指定できます。例：408-555-1234（サンノゼ）
および 713-555-1234（ヒューストン）。
50 サイトまでのネットワークでは、ダイヤル プランは次の要素で構成されます。
• サイト間アクセス コードとして 1 桁
• サイト コード用の 2 桁
• サイトの内線用の 4 桁

シスコでは、8 + SS + XXXX の形式をお勧めしています。8 はオンネット アクセス コード、SS は 10 ～
99 の 2 桁のサイト コード、XXXX は 4 桁の内線番号で、合計 7 桁です。
図 4. 2 桁サイト コード形式
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サービス クラス
サービス クラスはコーリング サーチ スペースとパーティションを使用して Cisco Unified CM で設定されま
す。このガイドで定義されているサービス クラスは 4 つあり、緊急、市内、国内、国際ダイヤルの PSTN ア
クセスを提供します。
図 5. コーリング サーチ スペースおよびパーティション

PCP の開始ウィザード（GSW）を使用して、定義されているデフォルト CSS を管理者が選択した場合、自
動登録パーティションはデフォルトで CSS_Base になります。これにより、すべてのデバイスでオフネット
番号と緊急オンネット番号の両方にダイヤルできるようになります。
残りのコーリング サーチ スペースは、ユーザ デバイス プロファイル電話番号で設定され、7 桁または 10 桁
の市内通話、国内通話、国際通話機能を提供します。
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図 6. コーリング サーチ スペースのコーリング機能

たとえば、ユーザが国際通話機能を必要とする場合は、すべての PSTN ルート パターンおよび、国内、市
内、緊急、オンネットの番号へダイヤルできる、CSS_InternationalPSTN コーリング サーチ スペースを
ユーザの電話番号に割り当てます。

ローカル ルート グループ
Cisco Unified CM のローカル ルート グループ機能は、ゲートウェイへのアクセスに使用されるルート パ
ターンおよびルート リストから PSTN ゲートウェイの物理ロケーションを分離します。この機能は、発信
側デバイスのデバイス プールの設定に基づいて、各ルート グループにローカル ルート グループを割り当
てます。したがって、異なる場所にある電話機などのデバイスでルート パターンの単一のセットを使用で
き、Unified CM では正しいゲートウェイを選択してコールをルーティングします。
PCP はデバイス プールに固有のルート グループを割り当てるため、各サイトで正しい SIP ゲートウェイを
選択できます。ルート グループはローカル ルート グループ設定を使用してデバイス プールと関連付けら
れます。管理者がすべてのサイト用にルート パターンの単一セットを作成できるため、プロビジョニング
プロセスが簡素化されます。ルート パターンに一致するデバイスからコールが発信される場合、Cisco
Unified CM ではローカル ルート グループのデバイス プール設定を使用して適切なルート グループを選択
します。ルート グループによって、サイトに割り当てられた SIP ゲートウェイが選択されます。

19 ページ

はじめに

図 7. Cisco Unified CM コール ルーティング
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Survivable Remote Site Telephony
中央集中型設計では、アプリケーションが到達不能であるために IP フォンが Cisco Unified CM への接続を
失うと、リモートサイトのオフィスまたはテレワーカーの自宅の IP フォンはコール処理機能を失います。
Survivable Remote Site Telephony（SRST）機能は、接続が失われたときに IP フォンをリモート サイトの
ローカル ルータにフォールバックするため、基本的な IP テレフォニー バックアップ サービスを提供しま
す。IP フォンは、サイト内と、ローカル ゲートウェイを通じた PSTN に引き続きコールを発信します。
PSTN ゲートウェイが複数存在するリモート サイトでは、音声ポートの最も多いルータで SRST を設定し
ます。PSTN インターフェイスを持つルータが 1 台だけの場合は、複雑さを軽減するために、このルータ
で SRST を設定する必要があります。
Cisco 2921 ISR ルータを使用して、最大 100 台の電話機がリモート サイトでサポートされます。単一の
SRST ルータで管理できるよりも多い電話機がある場合は、ハイエンド ISR ルータ 3945 の使用を検討す
る必要があります。
次の図は、WAN がダウンしているときにリモート サイトの電話にサービスを提供している SRST を示し
ます。
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図 8. リモート サイトの SRST
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リモート サイトが SRST にフォール バックするときにサイト コードが使用中の場合は、4 桁のローカル
ダイヤルを維持する voice translation コマンドがルータで必要です。このコマンドの詳細については、本
書の展開セクションを参照してください。
未登録時転送機能では、コール障害時に PSTN 経由によるリモート サイトへのコールが実現されます。

デバイス モビリティ
PCP では、IP フォンがホームの場所にあるのかローミング先にあるのかを Cisco Unified CM で判別でき
るデバイス モビリティを使用します。Unified CM では、デバイスの IP サブネットを使用して、その IP
フォンの物理的な場所を判別します。クラスタ内でのデバイス モビリティを使用できるようにすること
で、モバイル ユーザは 1 つのサイトから別のサイトにローミングでき、このときサイト固有の設定を取得
します。次に、Unified CM では、これらの動的に割り当てられた設定を、コール ルーティング、コーデッ
クの選択、メディア リソースの選択、Unified CM グループに使用します。
この機能の主な用途は、サイト レベルで多くのパラメータを設定することで、デバイス自体での設定を削
減することです。これらのパラメータは、デバイスが接続されているサブネットに基づいて動的に適用さ
れます。これにより、管理者が各電話機を個別に設定したり、電話機が正しいロケーションにあることを
確認したりする必要がないため、迅速で信頼性の高い展開が可能になります。

エクステンション モビリティ
エクステンション モビリティでは、エンドユーザが Cisco Unified IP Phone を一時的にパーソナライズで
きます。エクステンション モビリティ機能では、認証されたユーザのデバイス プロファイルに従って電話
機が動的に設定されます。ユーザ名と PIN を使用して IP フォンにログインします。デバイス プロファイ
ルが IP フォンにアップロードされます。エクステンション モビリティによって、プロビジョニング中のデ
バイスとユーザの関連付けの必要性が軽減されます。この機能では、組織内の任意の電話にユーザがログ
インすることを展開時に同時に許可して、電話共有機能を実現することで、展開に要する時間が短縮され
ます。
エクステンション モビリティは、IP フォンへのログインをユーザに許可する一方でログアウトは許可しな
いことで実現されます。エクステンション モビリティは、この方式によって、IP フォン展開専用に設計さ
れている一方で、組織内の持続的な機能としては設計されていません。エクステンション モビリティは
ホット デスキングに使用でき、ユーザがフロア、サイトまたは地理的な場所間を移動して、使用可能な
Cisco IP Phone を活用できます。

メディア リソース
メディア リソースは、リモート サイトがローカル会議ブリッジを使用することを確実化して、WAN 越し
の不要な音声トラフィックを避けるために、すべてのサイトで手順の一環としてプロビジョニングされて
います。会議ブリッジの名前は、PCP によってプロビジョニングされる会議ブリッジと一致している必要
があります。2 つある場合、名前は常に CFB1 <Site Name> および CFB2 <Site name> です。たとえば、
本社サイトが HQ1 であれば、会議ブリッジ名は CFB1HQ1 と CFB2HQ1 です。
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コール アドミッション制御
デフォルトの設計は、各リモート サイトが帯域幅に制限のある WAN 経由で本社サイトに接続されたハブ
アンドスポーク トポロジです。PCP 設計では、リージョンとロケーションを使用して、ロケーションベー
スのコール アドミッション制御を定義します。サイト内コールの場合、リージョンは、80 kbps で動作す
る G.722 または G.711 コーデック用に設定され、サイト内で許可されるコールの数に制限はありませ
ん。サイト間コールの場合、リージョンは 24 kbps で動作する G.729 コーデック用に設定されます。
デフォルトでは、コール アドミッション制御は、セントラル サイト（本社）とのコールについては計算さ
れません。スポークがコール アドミッション制御用にプロビジョニングされている限り、ハブは従来の
WAN でオーバーサブスクライブされることはないと見なされます。これはすべてのハブアンドスポーク
トポロジに該当します。ただし、マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ベースのネットワーク
は、ハブなしのハブアンドスポークと見なされるため、リンクの速度に基づいて正しいコール アドミッ
ション制御を提供するために本社サイトのデフォルトの帯域幅を変更する必要があります。
図 9. コール アドミッション制御用のハブアンドスポーク トポロジ

ポイントツーポイント ビデオ
PCP は DX70、Dx80 デバイスを含むすべてのビデオ モデルの導入に使用できます。
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IM and Presence
Cisco Jabber for Windows は、プレゼンス、インスタント メッセージング、ビデオ、音声、ボイス メッ
セージング、デスクトップ共有、会議機能を、単一のデスクトップ クライアントにセキュアに統合する
ことで、コミュニケーションを合理化し、生産性を向上します。柔軟な導入モデルを提供し、一般的なア
プリケーションと統合できます。Cisco Jabber for Windows は、仮想環境にも導入できます。仮想環境で
は、プレゼンス、インスタント メッセージング、およびデスクフォン制御がサポートされます。
Cisco Jabber ソリューションは、オンプレミスとクラウド ベースのソリューションを組み合わせて
導入できます。
オンプレミスの Jabber ソリューションには次のコンポーネントが含まれます。
• Unified CM IM and Presence（インスタント メッセージとプレゼンス）
• Unified CM（音声/ビデオ コール管理、ユーザとデバイスの設定、および Jabber ソフトウェア

フォンとディレクトリ同期）
• Cisco Unity Connection（ボイス メール）
• Jabber for Windows、Jabber for Mac、Jabber for iPad、Jabber for iPhone、および Jabber for

Android
• MS Active Directory（クライアント ユーザ情報）
• WebEx Meeting Center（ホスト型会議）
• ネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバ（ロギングの整合性）
• ドメイン ネーム システム（DNS）サーバ（名前から IP への解決）
• Syslog サーバ（イベント ロギング）（オプション）

本ガイドでは、次の Cisco Jabber 機能を説明します。
• コミュニケーション統合：個人/グループでのインスタント メッセージング、IP テレフォニー、ビ

ジュアル ボイスメール、音声および Web 会議、デスクトップ共有、コミュニケーション履歴、およ
び統合ディレクトリを、直感的に操作できる単一のインターフェイスから利用できます。

• プレゼンス：エンタープライズ ネットワーク内外の同僚やパートナーの応答可能性をリアルタイム

で表示します。
• エンタープライズ インスタント メッセージ：インスタント メッセージを使用してリアルタイムで
チャットします。次のような複数のチャット モードがサポートされています。
○

○

○

ネットワーク内の同僚、またはサポートされる関連会社や個人の連絡先とのポイントツーポイント
チャット
単一のディスカッションで複数の同僚とコミュニケーションおよびコラボレーションが可能なグ
ループ チャット
参照用の個人のインスタント メッセージ履歴
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• 予測検索：検索クエリでの入力中に候補を表示します。また、Cisco Jabber の連絡先リスト、最

近の連絡先、Microsoft Active Directory、LDAP ディレクトリのインデックスを作成する機能があ
ります。
○

○

○

メディア エスカレーション：チャットから、音声コール、ビデオ コール、デスクトップ共有、
または Web 会議にエスカレートします。メディア エスカレーションは、ボタンをクリックする
だけで操作できます。
デスクトップ共有：デスクトップを Cisco Jabber ユーザや、シスコおよびその他の標準に基づ
いたエンドポイントと共有します。
音声およびビデオ テレフォニーの統合：画面上のビデオと、専用ソフト フォンによる音声会話
が統合されます。
オフィスの中でも外でも、電話コールの発信、受信、および制御が可能です。また、HD（720p）
までのビジネス品質のビデオ通信およびハイファイ広帯域オーディオをサポートします。
TelePresence エンドポイントおよび会議室ベースでマルチポイントのビデオ会議システムと連携
する際には、音声、ビデオ、さらにはデスクトップ共有も使用できます。
ミュート、通話転送、着信転送、アドホック会議などの、さまざまなコール制御オプションを利用
できます。Cisco Unified Communications Manager の信頼性およびフェールオーバーに関する機
能がサポートされます。

• 視覚的なボイス メッセージ アクセス：ボイス メッセージにアクセスして管理します。
○
○

Cisco Unity Connection のボイス メッセージを表示、再生、削除します。
プライベートおよび暗号化ボイス メッセージのサポートにより、セキュアなメッセージングが実
現します。

セルフ ケア
ユニファイドコミュニケーション セルフ ケア ポータルは、Cisco Unified IP Phone および Jabber アプリ
ケーションのユーザ設定を行うために使用します。ユニファイド コミュニケーション セルフ ケア ポータ
ルを使用すると、スピード ダイヤル番号、連絡先リスト、電話サービス、ボイスメール通知などをエンド
ユーザが設定できます。管理者は、セルフ ケア ポータルへのユーザ アクセスを制御できます。ユーザが
セルフ ケア ポータルの使用を開始するには、Cisco Unified Communications Manager のエンドユーザ グ
ループにユーザとして追加されている必要があります。セルフ ケア ポータルにアクセスするための URL
は https://cucnnhostnanne:bortnunnner/ucnnuser です。

電話機のモデル
従来の電話システムは、基本的なダイヤル トーンとボイスメール サービスを長年にわたって提供してきま
したが、高度な通信機能はほとんど備えていません。技術革新の先頭に立つ企業は、企業運営のあり方を
変革する機能を提供する次世代型のハンドセットを待望しています。また、新しいツールやテクノロジー
を先導するうえで、すべてのデスクトップを配線するための高額な費用をなくすことや、電力使用量を削
減することで、コストを削減したいとも考えています。高額なエネルギー コストと環境保護圧力の高まり
を背景として、企業は、二酸化炭素排出量を削減できるかどうかの観点からビジネスのあらゆる側面を再
検討しています。
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Cisco Unified IP Phone 7800 シリーズは、人が主役となるコラボレーション向けに設計された、ハイファ
イ音声通信ポートフォリオです。このシリーズでは、Always-On の信頼性とセキュリティ、使いやすいフ
ル機能の IP テレフォニー、および広帯域オーディオを組み合わせて生産性を向上するとともに、コスト削
減に役立つ地球にやさしい設計になっています。これらの基本的な電話機モデルは、必要不可欠なコール
機能を提供しながら、電力供給と接続のために既存のイーサネット ポートで稼動する IP ベース エンドポ
イント固有の柔軟性を引き続き維持しています。Cisco IP Phone 7800 シリーズは、ハンドセット、ヘッ
ドセット、およびスピーカーでフル ワイドバンド音声をサポートしており、当社の音声を中心とするポー
トフォリオの品質標準を高めています。新しいエルゴノミクス デザインには、大型のグレースケール グラ
フィカル バックライト ディスプレイのサポートが含まれています。
Cisco Unified IP Phone 7821 は、2 回線であり、インフォーメーション ワーカーやマネージャ向けに設計
されたエンドポイントです。Cisco IP Phone 7841 は、音声通信のニーズが中程度の情報ワーカー、事務
職員、およびマネージャ向けに設計された 4 回線のエンドポイントです。Cisco IP 電話 7861 は 16 回線
であり、事務職員、マネージャ、コンタクト センターのエージェントなどのユーザに最適です。
Cisco Unified IP Conference Station 7937 は会議室向けであり、デスクトップ コンピュータ ソリュー
ションを提供するために Cisco IP Communicator ソフトウェア クライアントが推奨されます。
これらの電話機では、シグナリング用に Class Selector 3（CS3）、ビデオ用に相対的優先転送 41
（AF41）、音声用に完全優先転送（EF）を利用して、シスコが推奨する QoS 設定を最大限に活用しま
す。これらの設定では、ネットワーク内のデータ フローの整合性を維持しながら、最適な音声/ビデオ品
質を提供するため、Cisco Medianet で推奨されます。これらの電話機では、WAN 停止時に耐障害性を提
供するためにリモート サイトで SRST を使用することもできます。
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展開の詳細
BE6000 に基づくユニファイド コミュニケーション ソリューションは、次のいずれかの方法でインストー
ルできます。
• 事前設定されたイメージ：製造時にインストールおよび設定されている一連のアプリケーションで

す。簡単なユニファイドコミュニケーション ソリューションを 1 時間未満で稼動できます。このソ
リューションのアプリケーションには、Cisco PCP、Cisco UCM、Cisco IM & Presence、Cisco
Unity Connection、Cisco Paging Server が含まれます。詳細については、『BE6000 Installation
Guide』で「Preconfigured Image option」を参照してください。

• 受注仕様生産：納入前に顧客の仕様に合わせてアプリケーションをインストールおよび設定する、

シスコのディストリビューション パートナーから提供されるサービスです。詳細については、シス
コのディストリビュータにお問い合せください。

• 標準導入：アプリケーションのインストールと設定の手動プロセス。

この設計ガイドでは、標準導入の手順について説明します。
このガイドでは、Cisco Prime Collaboration Provisioning（PCP）を使用して、基本的なテレフォニーおよ
びボイスメッセージング サービスを設定および展開します。このターンキー ソリューションは、簡単で迅
速です。また、新しい要素またはサービスを追加する際に再設計や再エンジニアリングする必要のない、
高度なユニファイド コミュニケーション機能に対応する追加の設定および展開のための強固な基盤にもな
ります。
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イージー アクセス構成シート
次の表に、標準導入を完了するために必要な情報を示します。右端の列に詳細を入力してください。中央
列にこの CVD 全体で例として使用してある値を示します。このドキュメントで説明されている手順に、
自身の要件をマップする際に役立てるために、この情報を使用します。
項目
NTP サーバの IP アドレス
ドメイン ネーム システム
サーバの IP
ドメイン名
ホストネーム
IP アドレス
ネットワーク マスク
デフォルト ゲートウェイ
管理者 ID
管理者のパスワード
セキュリティ パスワード
アプリケーション ユーザ名
CUCMAdmin のパスワード
組織
部門
参照先
州
国
AD 統合のための Lightweight
Directory Access Protocol
（LDAP）情報：
マネージャ識別名
ユーザ検索ベース
LDAP サーバの IP アドレス
ライセンス ファイル

i

Cisco UCM のインストール要件
CVD の設定
10.64.58.50
10.106.170.130

サイト固有の設定

mmcvd.ciscolabs.com
CUCM-Pub
10.106.170.135
255.255.255.128
10.106.170.129
Admin
[Password]
[Password]
CUCMAdmin
[Password]
Cisco Systems, Inc
コラボレーション
バンガロール
カルナータカ
インド
CN=Administrator,cn=Users,
dc=mmcvd, dc=ciscolabs,dc=com
CN=Users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,
dc= com
10.106.170.130
シスコ ライセンス チームから入手

技術的なヒント

ソリューションの拡大に伴って、公的な証明機関からセキュリティ証明書を取得する必要が生じる
ことがあります。この要件に対応しているシステムであることを確認するために、有効なインター
ネット ドメイン サフィックス（.edu、.com など）を持つドメイン名をこの手順で選択します。

i

技術的なヒント

パスワードは、先頭がアルファベットで 6 文字以上必要です。英数字、ハイフン、アンダースコア
を使用できます。
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IP フォン用のネットワークの準備
プロセス

1. DHCP オプション 150 の有効化

キャンパス設計には、音声エンドポイントに必要な QoS 設定、VLAN、および IP サブネットが含まれてい
るため音声対応になっています。また、音声 VLAN 用の Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の
範囲も含んでいます。ただし、電話機を Unified CM に自動的に振り向ける DHCP オプションはこのモ
ジュールで説明します。

手順 1

DHCP オプション 150 の有効化

DHCP は、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、ドメイン名、DNS アドレスおよ
び TFTP サーバ（Unified CM）の情報を取得するために電話機で使用されます。Cisco Unified CM 導入で
使用する DHCP を設定する場合、この設計では、ローカル サーバまたは Cisco IOS デバイスによって、各
サイトで DHCP サービスを提供することをお勧めします。このタイプの導入では、WAN に障害が発生し
ている際に、リモート サイトのテレフォニー デバイスから DHCP サービスを使用できることが保証され
ます。
DHCP オプション 150 によって TFTP サーバの IP アドレスが提供されるため、電話機にコンフィギュレー
ション ファイルとファームウェアをダウンロードできます。このオプションは、有線ネットワークおよび
ワイヤレス ネットワークの音声スコープに追加されています。オプション 150 を使用すると、最大 2 つ
の IP アドレスを DHCP スコープの一部として電話機に配布できます。
電話機は常にリスト内の最初のアドレスを試行し、最初の TFTP サーバとの通信を確立できない場合に限
り、その次のアドレスを試行します。この第 2 のアドレスによって冗長性メカニズムが提供されるため、
電話機は、そのプライマリ TFTP サーバに到達不能でも、別のサーバから TFTP サービスを取得できま
す。ただし、2 サーバ間のダイナミック ロード バランシングは提供されません。この設計では、手動ロー
ド バランシングを可能にするために、DHCP スコープに順序が異なる TFTP サーバのアドレス リストを設
定することを推奨します。
次に例を示します。
• サブネット 10.106.170.0/24 でのオプション 150：CUCM-Pub（プライマリ）、CUCM-Sub

（セカンダリ）
• サブネット 10.106.171.0/24 でのオプション 150：CUCM-Sub（セカンダリ）、CUCM-Pub

（プライマリ）
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通常の動作では、サブネット 10.106.170.0/24 にある電話機は CUCM-Pub に TFTP サービスを要求し、
サブネット 10.106.171.0/24 の電話機は CUCM-Sub を使用します。CUCM-Pub に障害が発生した場
合、両方のサブネットからの電話機が CUCM-Sub に TFTP サービスを要求します。各サブネットにある
電話機の台数は管理者が最もよく把握することになるため、DHCP スコープ間のロード シェアリングの方
法は、ネットワーク管理者に委ねられています。
リモート サイトにディストリビューション レイヤがなく単一の WAN ルータがある場合は、DHCP の最適
な場所はこのルータ上です。リモート サイトに、デュアル WAN ルータまたはディストリビューション レ
イヤがある場合、DHCP サービスは、スタンドアロン サーバまたはディストリビューション スイッチに配
置する必要があります。
いずれの場合も、電話機の DHCP スコープ設定にオプション 150 を追加する必要があります。本社サイト
で最初の選択肢としてプライマリ TFTP サーバを使用している場合、2 台のサーバ間で電話機の数がバラン
シングされるまで、リモート サイトでは最初の選択肢としてセカンダリ TFTP を使用する必要があります。
Microsoft DHCP サーバを使用する場合は、この手順のオプション 1 を実行してください。Cisco IOS
DHCP サーバ機能を使用する場合は、オプション 2 を実行してください。

オプション 1：Microsoft DHCP サーバでオプション 150 を有効化する
Microsoft DHCP サーバでオプション 150 を有効化するには、次のコマンドを使用します。
ステップ 1.

Microsoft サーバから、DHCP Server Administration Tool を開きます。

ステップ 2.

ページの左側で、[[active directory name]]>[IPv4] に移動します。（例：
[ad.mmcvd.ciscolabs.com]>[IPv4]）。

ステップ 3.

[IPv4] を右クリックし、リストから [事前構成オプションの設定（Set Predefined
Options）] を選択します。

ステップ 4.

[追加（Add）] をクリックし、次の情報を入力してから [OK] をクリックします。

• [名前（Name）]：TFTP サーバ
• [データ タイプ（Data Type）]：IP アドレス
• [アレイ（Array）]：チェックボックスをオンにします。
• [コード（Code）]：150
• [説明（Description）]：Option 150 - TFTP Servers for CUCM
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ステップ 5.

[アレイの編集（Edit Array）] をクリックし、TFTP サーバ用に IP アドレスを最大 2 個追加
し、[OK] をクリックします。

ステップ 6.

[事前設定オプションと値（Predefined Options and Value）] ページで情報を確認し、[OK] を
クリックします。
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オプション 2：Cisco IOS DHCP サーバ機能を使用してオプション 150 を有効化する
Cisco IOS デバイスの適切な DHCP プールでオプション 150 を有効化するには、次のコマンドを使用し
ます。
ステップ 1.

設定を変更する権限を持つユーザ名で、デバイスにログインします。

ステップ 2.

グローバル設定セクションで、IP 電話機をサポートする DHCP プールを編集して、電話
機で 10.106.170.136（セカンダリ）と 10.106.170.135（プライマリ）の TFTP サーバ
を検出できるようにオプション 150 を含めます。
ip dhcp pool wired-voice
network 10.106.170.0 255.255.255.0
default-router 10.106.170.1
dns-server 10.106.170.130
option 150 ip 10.106.170.136 10.106.170.135
domain-name mmcvd.ciscolabs.com
ip dhcp pool wired-voice2

network 10.106.171.0 255.255.255.0
default-router 10.106.171.1

dns-server 10.106.170.130
option 150 ip 10.106.170.136 10.106.170.135
domain-name mmcvd.ciscolabs.com

ネットワークの準備の概要
次のプロセスにある導入手順を実行する前に、電話機が正しい時刻に登録されることを確実にするため
に、DHCP オプション 150 を導入し、IP Phone モデルを選択する必要があります。
ソフトウェアのインストール中に、サーバは、入力された名前と IP アドレスのリバース DNS ルックアッ
プを実行します。ルックアップが成功しないとインストールは停止するため、サーバ情報が DNS に適切に
入力されていることと、関連するポインタ レコードが事前に作成されていることを確認してください。
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Cisco Unified CM 用のサーバの準備

プロセス

1. LAN へのサーバ接続を設定する
2. Unified CM 用のサーバを準備する

BE6000 サーバには、含まれているアプリケーションをリストしたソフトウェアの概要がデータストアに格
納されているため、使用可能なソフトウェアと、新しいバージョンが Web サイトにあるかどうかを確認で
きます。
Cisco Unified CM のインストールを開始する前に、次の手順を実行したことを確認してください。
• シスコの Web サイトからオープン仮想アーカイブ（OVA）仮想マシン テンプレートをダウンロードし

ます。
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286284802&flowid=74823&softwareid=283
088407&release=11.0%281%29&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
• ご使用の Cisco Unified CM バージョンに対するパッチがあるかどうかを、シスコの Web サイトで

チェックします。
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286284802&flowid=74823&softwareid=282
074295&release=11.0%281%29&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
手順 1

LAN へのプラットフォーム接続を設定する

Cisco BE6000 サーバは、データセンターの Cisco スイッチまたはサーバ ルームの Cisco Catalyst ス
イッチに接続できます。環境に応じて適切なオプションを選択してください。

オプション 1：Cisco スイッチにサーバを接続する
ステップ 1.

設定を変更する権限を持つユーザ名で、Cisco スイッチにログインします。

ステップ 2.

Cisco Unified BE6000 サーバが接続されているスイッチ ポートに、前回の設定がある場合
は、それぞれの前に no 付けて個々のコマンドを発行して削除してください。これによっ
て、ポートはデフォルトの状態に戻ります。
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ステップ 3.

ポートをアクセス ポートとして設定します。

interface Ethernetl/1/4
description BE6000
switchport access vlan 20

オプション 2：BE6000 サーバを Cisco Catalyst スイッチに接続する
ステップ 1.

設定を変更する権限を持つユーザ名で、Cisco Catalyst スイッチにログインします。

ステップ 2.

Cisco Unified CM サーバを接続するスイッチ ポートでインターフェイスの設定をクリア
します。

default interface GigabitEthernet1/0/6

ステップ 3.

ポートをアクセス ポートとして設定します。

interface GigabitEthernet1/0/6
description Unified CM

switchport access vlan 20
手順 2

Unified CM 用のサーバを準備する

この BE6000 サーバは、Cisco Unified CM のブート可能なイメージをプリロードして納入されます。サー
バの電源を投入し、設定を開始します。
セカンダリ サーバを導入する場合は、次の手順に従って、仮想マシンの要件を定義するために OVA ファイ
ルを導入します。
ステップ 1.

VMware vSphere Client を開き、このインストールで使用するサーバ ハードウェアをク
リックしてから [ファイル（File）]>[OVF テンプレートの展開（Deploy OVF Template）]
に移動します。

ステップ 2.

[OVF テンプレートの展開（Deploy OVF Template）] ウィザードで、次の情報を入力し
ます。

• [ソース（Source）] ページで、[参照（Browse）] をクリックし、シスコからか、BE6000 サーバの

データストアからダウンロードした Unified CM OVA ファイルを選択して、[開く（Open）]、[次へ
（Next）] の順にクリックします。
• [OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] ページで、バージョン情報を確認し、[次へ

（Next）] をクリックします。
• [名前と場所（Name and Location）] ページで、[名前（Name）] ボックスに、仮想マシンの名前

CUCM-Pub を入力します。[インベントリの場所（Inventory Location）] ツリーで、サーバを導入す
る場所を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
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• [導入設定（Deployment Configuration）] ページの [設定（Configuration）] リストで次のノードを選択

し、[次へ（Next）] をクリックします。
◦

1000 ユーザ ノード（BE6000K）：1000 ユーザ以下用のクラスタです。

• [ディスクのフォーマット（Disk Format）] ページで、[シック プロビジョニング Eager Zeroed（Thick

Provision Eager Zeroed）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
[終了準備の完了（Ready to Complete）] ページで設定を確認し、[完了（Finish）] をクリックします。

ステップ 3.

メッセージ ウィンドウで [閉じる（Close）] をクリックします。

ステップ 4.

仮想マシンが作成されたら、サーバ名（例：CUCM-Pub）をクリックし、[はじめに
（Getting Started）] タブに移動して [仮想マシン設定の編集（Edit virtual machine
settings）] をクリックします。

ステップ 5.

[ハードウェア（Hardware）] タブで、[CD/DVD ドライブ 1（CD/DVD Drive 1）] を選択して
から [電源投入時に接続（Connect at power on）] を選択します。

ステップ 6.

[データストア ISO ファイル（Datastore ISO File）] を選択し、[参照（Browse）] をクリック
して、Cisco Unified CM のブート可能なインストール ファイルの場所まで移動し（または
データストアを参照して CUCM インストール ファイルを見つけ）、正しい ISO イメージを
選択して、[OK] をクリックします。

ステップ 7.

[はじめに（Getting Started）] タブで、[仮想マシンの電源投入（Power on virtual
machine）] をクリックします。

ステップ 8.

[Console] タブをクリックし、サーバのブートを確認します。
ISO のロードが終われば、仮想マシンはインストールの準備ができています。
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プロセス

Cisco Unified CM のインストール
1.

最初の Cisco Unified CM プラットフォームをインストールする

2.

ライセンスをインストールし、サービスを開始する

3.

追加のサーバを設定する

4.

冗長サーバをインストールする

5.

サービスを開始する

6.

Cisco Unified Communications Manager グループにセカンダリ ノードを追加する

最初の Cisco Unified CM プラットフォームをインストールする

手順 1

Cisco UCM をインストールするためのインストール ガイドを参照してください。

ライセンスをインストールし、サービスを開始する

手順 2

最初の Unified CM プラットフォームをインストールした後に、残りのサーバ用のパブリッシャを準
備するために完了しなければならないいくつかの設定ステップがあります。
ステップ 1.

Web ブラウザで、パブリッシャの IP アドレスまたはホスト名にアクセスし、ページ
の中央の [インストールされているアプリケーション（Installed Applications）] の下
で、[Cisco Prime License Manager] をクリックします。

ステップ 2.

ログイン ページで、次のアプリケーション ユーザ名とパスワードを入力し、[ログイ
ン（Login）] をクリックします。

•

[ユーザ名（User Name）]：CUCMAdmin（大文字と小文字を区別）

•

[パスワード（Password）]：[password]

ステップ 3.

i

[インベントリ（Inventory）]>[製品インスタンス（Product Instances）] に移動し、[追
加（Add）] をクリックします。

技術的なヒント

製品インスタンスを追加するためのユーザ名とパスワードは、サーバ ソフトウェアをインストールする
ときに作成された、大文字と小文字を区別するプラットフォーム管理者 ID です。
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ステップ 4.

Cisco Unified CM の次の情報を入力し、[テスト接続（Test Connection）] をクリック
します。

• [名前（Name）]：CUCM-Pub
• [説明（Description）]：CUCM パブリッシャ
• [製品タイプ（Product Type）]：Unified CM
• [ホスト名/IP アドレス（Hostnanne/IP Address）]：10.106.170.135（パブリッシャ）
• [ユーザ名（Username）]：Admin（大文字/小文字の区別があるプラットフォーム管理者 ID）
• [パスワード（Password）]：[password]

ステップ 5.

メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。

ステップ 6.

接続が成功したら、[OK] をクリックします。
接続が成功しない場合は、正しい情報を指定してステップ 4 からステップ 6 を
繰り返します。

ステップ 7.

[今すぐ同期（Synchronize Now）] をクリックします。

ステップ 8.

[ライセンス（Licenses）]>[フルフィルメント（Fulfillment）] に移動し、[他のフル
フィルメント オプション（Other Fulfillment Options）]>[ファイルからのライセンス
フルフィルメント（Fulfill Licenses from File）] を選択します。

i

技術的なヒント

次のステップでライセンスのインストールを試行する前に、.zip から .bin ファイルを抽出します。
.zip ファイルをインストールしようとすると、インストール プロセスはエラーを返します。
ステップ 9.

[ライセンス ファイルのインストール（Install License File）] ページで[参照（Browse）] を
クリックして、インストール前に取得したライセンス ファイルを含むディレクトリを選択
し、.bin ファイルを選択して、[開く（Open）]、[インストール（Install）] の順にクリックし
ます。ライセンスが正常にインストールされたことを示すメッセージが表示されます。

ステップ 10. インストール環境に追加するライセンス ファイルごとに、ステップ 8 からステップ 9 を繰
り返します。すべてのファイルがインストールされたら、[閉じる（Close）] をクリックし
ます。
次に、ライセンスが適切にインストールされていることを確認します。
ステップ 11. [モニタリング（Monitoring）]>[ライセンスの使用（License Usage）] に移動し、ステータス
が [準拠（In Compliance）] であることを確認します。
問題がある場合は、シスコの担当者に連絡して、新しいライセンス ファイルを入手してくだ
さい。
ステップ 12. Web ブラウザで、パブリッシャの IP アドレスまたはホスト名にアクセスし、ページの中央
の [インストールされているアプリケーション（Installed Applications）] の下で、[Cisco
Unified Communications Manager] をクリックします。
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ステップ 13. ステップ 2前の手順にある [アプリケーション ユーザ設定（Application User
Configuration）] ページから、[ユーザ名（Username）] および [パスワード（Password）]
を入力し、[ログイン（Login）] をクリックします。
ステップ 14. ページの上部にある [ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified
Serviceability]を選択し、[移動（Go）] をクリックします。
ステップ 15. [ツール（Tools）]>[サービス アクティベーション（Service Activation）] に移動し、[サーバ
（Server）] リストで、[CUCM-Pub] を選択してから1 [移動（Go）] をクリックします。
ステップ 16. [すべてのサービスを選択（Check All Services）] を選択し、このノードに不要なサービスを
オフにしてから、[保存（Save）] をクリックします。

i

技術的なヒント

使用する予定がなければ、次のサービスは無効にしても構いません。
Cisco Messaging Interface
Cisco DHCP Monitor Service
Cisco TAPS Service
Cisco Directory Number Alias Sync
Cisco Directory Number Alias SyncCisco Dialed Number Analyzer Server
Cisco Dialed Number Analyzer
Self Provisioning IVR
ステップ 17. メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。

図 10. 専用でない TFTP サーバを使用する際に推奨されるパブリッシャ サービス
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サービスのアクティベーションは完了まで数分かかることがあるため、ページが更新されるまで待って
から続行してください。

手順 3

追加のサーバを設定する

ライセンスをインストールし、サービスを開始した後で、サブスクライバ、TFTP、およびボイスメールの
サーバをパブリッシャに追加する必要があります。新しいサブスクライバおよび TFTP サーバがパブリッ
シャに追加されると、ホスト名の初期使用によって、トラブルシューティングのためにサーバを認識しやす
くなります。ホスト名は、このガイドの後の部分で IP アドレスに変更されます。
ステップ 1.

ページの上部にある [ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified CM
Administration]を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 2.

[システム（System）]>[サーバ（Server）] に移動し、[新規追加（Add New）] をクリック
します。

ステップ 3.

サーバ タイプ [CUCM 音声/ビデオ（CUCM Voice/Video）] を選択します。

ステップ 4.

追加の Cisco Unified CM サーバのホスト名と説明を入力し、[保存（Save）] をクリックし
ます。

次の数ステップでは、アプリケーション サーバとして Cisco Unity Connection をクラスタ
に追加します。
ステップ 5.

[システム（System）]>[アプリケーション サーバ（Application Server）] に移動し、[新規
追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 6.

最初の [アプリケーション サーバの設定（Application Server Configuration）] ページの [ア
プリケーション サーバのタイプ（Application Server Type）] リストで、を [Cisco Unity
Connection] 選択し、 [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7.

2 番目の [アプリケーション サーバの設定（Application Server Configuration）] ページの
[名前（Name）] ボックスに、CUC を入力してから、[IP アドレス（IP Address）] ボックス
に、10.106.170.137 を入力します。
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ステップ 8.

[使用可能なアプリケーション ユーザ（Available Application Users）] リストで、Cisco
Unified CM のインストール時に作成したアカウント（例：CUCMAdmin）を選択し、文字
[v] をクリックすることによって [選択したアプリケーション ユーザ（Selected Application
Users）] リストに移動してから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9.

サブスクライバおよび Cisco Unity Connection サーバがパブリッシャ データベースに追加
されたら、追加の Unified CM サーバごとに「Cisco Unified CM 用のプラットフォームの準
備」の手順を繰り返してから手順 4「冗長サーバをインストールする」に戻ります。

手順 4

冗長サーバをインストールする

インストール ガイドに記載されている手順に従って冗長サーバ（サブスクライバ）をインストールします。
手順 5

サービスを開始する

ソフトウェアのインストールが完了した後で、サブスクライバからサービスを開始する必要があります。
ステップ 1.

Web ブラウザで、パブリッシャの Cisco Unified CM Administration インターフェイスにア
クセスし、ページの中央の [インストールされているアプリケーション（Installed
Applications）] の下で、[Cisco Unified Communications Manager] をクリックします。

ステップ 2.

アプリケーションの [ユーザ名とパスワード（Username and Password）] を入力して、
[ログイン（Login）] をクリックします。

ステップ 3.

ページの右上側にある [ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified
Serviceability] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4.

[ツール（Tools）] > [サービスのアクティブ化（Service Activation）] に移動します。

ステップ 5.

[サーバ（Server）] リストで、次の追加のサーバを選択し、[移動（Go）] をクリックし
ます。

ステップ 6.

[すべてのサービスを選択（Check All Services）] を選択し、このノードに不要なサービス
をオフにしてから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7.

メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。
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図 11.

専用でない TFTP サーバを使用する際に推奨されるサブスクライバ サービス

サービスのアクティベーションは完了まで数分かかることがあるため、ページが更新されるまで待って
から続行してください。

手順 6

Cisco Unified Communications Manager グループにセカンダリ ノードを追加する

ステップ 1.

Web ブラウザで、パブリッシャの Cisco Unified CM Administration インターフェイスにア
クセスし、ページの中央の [インストールされているアプリケーション（Installed
Applications）] の下で、[Cisco Unified Communications Manager] をクリックします。

ステップ 2.

アプリケーションの [ユーザ名とパスワード（Username and Password）] を入力して、[ロ
グイン（Login）] をクリックします。

ステップ 3.

ページの右上側にある [ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified CM] を選
択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4.

[システム（System）] > [Cisco Unified CM グループ（Cisco Unified CM group）] に移動し
ます。
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ステップ 5.

使用可能なグループからセカンダリ Cisco Unified Communications Manager を選択し、
下矢印をクリックします。

ステップ 6.

[保存（save）] をクリックします。
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Cisco Unity Connection 用のプラットフォームの準備
イージー アクセス構成シート
インストールに関する次の情報が必要です。
項目
NTP サーバの IP アドレス
ドメイン ネーム システム
サーバの IP
ドメイン名
ホストネーム
IP アドレス
ネットワーク マスク
デフォルト ゲートウェイ
管理者 ID
admin パスワード
セキュリティ パスワード
アプリケーション ユーザ名
アプリケーション パスワード
組織
部門
参照先
州
国
AD 統合のための Lightweight
Directory Access Protocol
（LDAP）情報：
マネージャ識別名ユーザ検索
ベース
LDAP サーバの IP アドレス

i

Cisco Unity Connection の要件

CVD の設定
10.64.58.50
10.106.170.130

サイト固有の設定

mmcvd.ciscolabs.com
CUC
10.106.170.137
255.255.255.128
10.106.170.129
Admin
[Password]
[Password]
CUCAdmin
[password]
Cisco Systems, Inc
コラボレーション
バンガロール
カルナータカ
インド
CN=Administrator,cn=Users,dc=mmcv
d,dc=ciscolabs,dc=com
CN=Users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,d
c=com
10.106.170.130

技術的なヒント

パスワードは、先頭がアルファベットで 6 文字以上必要です。英数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。ボイスメール用に PCP によって生成されるデフォルトの暗証番号は 054321 です。
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Cisco Unity Connection はユニファイド コミュニケーション基盤のボイスメール プラットフォームとし
て使用されます。これは、単一サーバを使用する、ボイスメールのみのシンプルなシステムとして設定
されます。
BE6000 サーバには、含まれているアプリケーションをリストしたソフトウェアの概要がデータストアに
格納されているため、使用可能なソフトウェアと、新しいバージョンが Web サイトにあるかどうかを確
認できます
すばやく簡単にインストールを実行するには、必要になる情報を事前に把握する必要があります。Cisco
Unity Connection のインストールを開始する前に、次の手順を実行したことを確認してください。
 シスコの Web サイトからオープン仮想アーカイブ（OVA）ファイルをダウンロードします。
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283062758&flowid=45673&softwareid=2
82074348&release=OVA-11.0&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
 ご使用の Cisco Unified CM バージョンに対するパッチがあるかどうかを、シスコの Web サイトで
チェックします。
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286286362&flowid=74882&softwareid=2
82074295&release=11.0%281%29&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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プロセス

Cisco Unity Connection のインストール
1. Cisco Unity Connection プラットフォームをインストールする
2. ライセンスをインストールし、サービスを開始する

Cisco Unity Connection サーバをインストールする

手順 1

Cisco Unity Connetction のインストールについては、インストール ガイドを参照してください
ライセンスをインストールし、サービスを開始する

手順 2

Unity Connection プラットフォームをインストールした後で、ライセンスを追加してサービスを開始するた
めに完了しなければならないいくつかの設定ステップがあります。
ステップ 1.

Web ブラウザで、Cisco Unified CM パブリッシャにアクセスし、ページの中央の [イン
ストールされているアプリケーション（Installed Applications）] の下で、[Cisco Prime
License Manager] をクリックします。

ステップ 2.

ログイン ページで、大文字と小文字を区別する次の Cisco Unified CM アプリケーショ
ン ユーザ名とパスワードを入力し、[ログイン（Login）] をクリックします。
• [ユーザ名（User Name）]：CUCMAdmin（大文字と小文字を区別）
• [パスワード（Password）]：[password]

ステップ 3.

i

[インベントリ（Inventory）]>[製品インスタンス（Product Instances）] に移動し、[追
加（Add）] をクリックします。

技術的なヒント

製品インスタンスを追加するためのユーザ名とパスワードは、サーバ ソフトウェアをインストールする
ときに入力した、大文字と小文字を区別するプラットフォーム管理者 ID です。
ステップ 4.

Cisco Unity Connection の次の情報を入力し、[テスト接続（Test Connection）] をクリック
します。
• [名前（Name）]：CUC
• [説明（Description）]：Unity Connection
• [製品タイプ（Product Type）]：Unity Connection
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• [ホスト名/IP アドレス（Hostname/IP Address）]：10.106.170.137
 [ユーザ名（Username）]：Admin

 [パスワード（Password）]：[password]
ステップ 5.

メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。

ステップ 6.

接続が成功したら、[OK] をクリックします。
接続が成功しない場合は、正しい情報を指定してステップ 4 からステップ 6 を繰り返し
ます。

ステップ 7.

[今すぐ同期（Synchronize Now）] をクリックします。

ステップ 8.

[ライセンス（Licenses）]>[フルフィルメント（Fulfillment）] に移動し、[他のフルフィルメン
ト オプション（Other Fulfillment Options）]>[ファイルからのライセンス フルフィルメント
（Fulfill Licenses from File）] を選択します。

ステップ 9.

[ライセンス ファイルのインストール（Install License File）] ページで [参照（Browse）] を
クリックして、インストール前に取得したライセンス ファイルを含むディレクトリを選択
し、.bin ファイルを選択して、[開く（Open）]、[インストール（Install）] の順にクリックし
ます。

ステップ 10. インストール環境に追加するライセンス ファイルごとに、ステップ 9 を繰り返します。すべ
てのファイルがインストールされたら、[閉じる（Close）] をクリックします。
次に、ライセンスが適切にインストールされていることを確認します。
ステップ 11. [ライセンス（Licenses）]>[使用状況（Usage）] に移動し、ステータスが [準拠（In
Compliance）] であることを確認します。
問題がある場合は、シスコの担当者に連絡して、新しいライセンス ファイルを入手してくだ
さい。
ステップ 12. Web ブラウザで Cisco Unity Connection サーバにアクセスし、ページの中央の [インストー
ルされているアプリケーション（Installed Applications）] で、[Cisco Unity Connection] をク
リックします。
ステップ 13. 前の手順のステップ 2 にある [アプリケーション ユーザ設定（Application User
Configuration）] ページで入力した、[ユーザ名（Username）] および [パスワード
（Password）] を入力し、[ログイン（Login）] をクリックします。
ステップ 14. [ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified サービスアビリティ（Cisco
Unified Serviceability）] を選択して [移動（Go）] をクリックします。
ステップ 15. [ツール（Tools）]>[サービス アクティベーション（Service Activation）] に移動し、[すべて
のサービスをチェック（Check All Services）] を選択し、[保存（Save）] をクリックしま
す。メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。
サービスのアクティベーションは完了まで数分かかることがあるため、ページが更新される
まで待ってから続行してください。
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Cisco Unified CM IM and Presence 用のサーバの準備
イージー アクセス構成シート
次の情報がインストールに必要です。

Cisco Unified CM IM and Presence のインストール要件

項目
NTP サーバの IP アドレス
ドメイン ネーム システム
サーバの IP
ドメイン名

CVD の設定
10.64.58.50
10.106.170.130

ホスト名、IP アドレス

IMP

IP アドレス
ネットワーク マスク

10.106.170.146
255.255.255.128

デフォルトゲートウェイ

10.106.170.129

管理者 ID

Admin

パスワード

[Password]

組織

Cisco Systems, Inc

部門

コラボレーション

参照先

バンガロール

州

カルナータカ

国
最初のノード（UCM パ
ブリッシャ）への接続：
ホスト名
[UCM IP アドレス（UCM IP
address）]
UCM セキュリティ パスワード

インド
CUCM-Pub

i

サイト固有の設定

mmcvd.ciscolabs.com

10.106.170.135
[Password]

技術的なヒント

パスワードは、先頭がアルファベットで 6 文字以上必要です。英数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。

BE6000 サーバには、含まれているアプリケーションをリストしたソフトウェアの概要がデータストアに
格納されているため、使用可能なソフトウェアと、新しいバージョンが Web サイトにあるかどうかを確
認できます
すばやく簡単なインストールを実行するには、必要になる情報を事前に把握する必要があります。Cisco
Unified CM Instant Messaging and Presence を開始する前に、次の手順を完了したことを確認してくだ
さい。
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 シスコの Web サイトからオープン仮想アーカイブ（OVA）ファイルをダウンロードします。
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286287586&flowid=74862&softwareid=28
2074312&release=11.0%281%29&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
 ご使用の Cisco Unified CM IM and Presence バージョンに対するパッチがあるかどうかを、シスコの
Web サイトでチェックします。
https://software.cisco.conn/download/release.htnnl?nndfid=286287586&flowid=74862&softwareid=2
82074312&release=11.0%281%29&relind=AVAILABLE&relIifecycle=&reltype=latest
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プロセス

Cisco Unified CM IM and Presence のインストール
1. Cisco Unified CM IM and Presence をインストールする
2. サービスを開始する

Cisco Unified CM IM and Presence をインストールする

手順 1

Cisco Unified CM IM & Presence のインストールについては、インストール ガイドを参照してく
ださい。
サービスを開始する

手順 2

ソフトウェアがインストールされたら、残りの手順を完了するために Web インターフェイスを使用します。
ステップ 1.

i

Web ブラウザで、Cisco Unified CM IM and Presence サーバの IP アドレスまたはホスト
名にアクセスし、ページの中央の [管理アプリケーション（Administrative Applications）]
の下で、[Cisco Unified Communications Manager IM and Presence] をクリックします。

技術的なヒント

Web サイトのセキュリティ証明書に関するメッセージが表示されたら、それを無視し、ページに進み
ます。
ステップ 2.

[ナビゲーション（Navigation）] リストで、[Cisco Unified CM IM and Presence の管理
（Cisco Unified CM IM and Presence administration）] をクリックして [移動（Go）] をク
リックします。

ステップ 3.

CUCM 管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 4.

[ツール（Tools）]>[サービス アクティベーション（Service Activation）] に移動し、次の
情報を入力し、[保存（Save）] をクリックします。
• [Cisco SIP プロキシ（Cisco SIP Proxy）]：オン
• [シスコ プレゼンス エンジン（Cisco Presence Engine）]：オン
• [Cisco Sync Agent]：オン
• [Cisco XCP 接続マネージャ（Cisco XCP Connection Manager）]：オン
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• [Cisco XCP ディレクトリ サービス（Cisco XCP Directory Service）]：オン
• [Cisco XCP Authentication サービス（Cisco XCP Authentication Service）]：オン

ステップ 5.

メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。
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Cisco Prime Collaboration 用のサーバの準備
イージー アクセス構成シート
インストールに関する次の情報が必要です。

Cisco Prime Collaboration をインストールするための前提条件

項目
NTP サーバの IP アドレス
ドメイン ネーム システム
サーバの IP
ドメイン名
ホストネーム
IP アドレス
ネットワーク マスク
デフォルトゲートウェイ
Globaladmin パスワード
セキュリティ パスワード
Root パスワード
AD 統合のための Lightweight
Directory Access Protocol
（LDAP）情報
マネージャ識別名ユーザ
検索ベース
LDAP サーバの IP アドレス

i

CVD の設定
10.64.58.50
10.106.170.130

サイト固有の設定

mmcvd.ciscolabs.com
CPC
10.106.170.139
255.255.255.128
10.106.170.129
[Password]
[Password]
[password]
CN=Administrator,cn=Users,dc=mmcvd,d
c=ciscolabs,dc=com
CN=Users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,dc=co
m
10.106.170.130

技術的なヒント

パスワードは、先頭がアルファベットで 6 文字以上必要です。英数字、ハイフン、アンダースコアを使
用できます。

BE6000 サーバには、含まれているアプリケーションをリストしたソフトウェアの概要がデータストアに格
納されているため、使用可能なソフトウェアと、新しいバージョンが Web サイトにあるかどうかを確認で
きます。
すばやく簡単なインストールを実行するには、必要になる情報を事前に把握する必要があります。Cisco
Prime Collaboration Provisioning を開始する前に、次の手順を実行したことを確認してください。
シスコの Web サイトからオープン仮想アーカイブ（OVA）ファイルをダウンロードします。
httbs://software.cisco.conn/download/release.htnnl?mdfid=286289005&flowid=75802&softwareid=28628
9070&release=11.0&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltybe=latest
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Cisco Prime Collaboration Provisioning のインストール
プロセス

1. Cisco Prime Collaboration Provisioning のインストール
2. Cisco Prime Collaboration を使用した Cisco Unified Communications プロセッサの設定

手順 1

Cisco Prime Collaboration Provisioning のインストール

Cisco Unified CM IM & Presence のインストールについては、インストール ガイドを参照してくだ
さい。

Cisco Prime Collaboration を使用した Cisco Unified CM の設定
手順 2

Cisco Prime Collaboration を使用した Cisco Unified Communications
プロセッサの設定

ソフトウェアがインストールされたら、残りの手順を完了するために Web インターフェイスを使用します。
ステップ 1.

Web ブラウザで、Cisco Prime Collaboration の IP アドレスまたはホスト名にアクセスし
ます。

ステップ 2.

Cisco Prime Collaboration の globaladmin ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3.

Cisco Prime Collaboration Provisioning に初めてログインしたときは、Getting Started
Wizard がポップアップ表示されます。それ以降にログインしたときは、[インフラストラク
チャのセットアップ（Infrastructure Setup）]>[はじめにウィザード（Getting Started
Wizard）] を選択する必要があります。

ステップ 4.

設定の詳細を格納した設定ファイルがある場合は、「既存の設定を使用する」ステップを使
用して手動でアップロードすることもできれば、[開始（Begin）] をクリックして設定を開始
することもできます。

ステップ 5.

開始ウィザードの次の手順は、インフラストラクチャ セットアップですが、すべてのユニ
ファイドコミュニケーション サーバのクレデンシャルはサンプル値になっています。「開始
する前に」表に記入したご使用のインフラストラクチャ デバイスの詳細情報ですべての値を
置き換えてください。
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i

技術的なヒント

進んだ後で戻って値を変更することはできないため、適切な値を入力してあることを確認してください。
• Unified Communications Manager

[名前（Name）]：CUCM-Pub
[ホスト/IP アドレス（Host / IP Address）]：10.106.170.135
[ユーザ名（Username）]：CUCMAdmin
[パスワード（Password）]：**********
[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。
緑色のチェックマークが付いているはずです。付いていない場合はクレデンシャルを確認して
ください。
• Unity Connection（オプション）

[名前（Name）]：CUC
[ホスト/IP アドレス（Host / IP Address）]：10.106.170.137
[ユーザ名（Username）]：CUCAdmin
[パスワード（Password）]：**********
[OS 管理者名（OS Administrator Name）]：Admin
[OS 管理者パスワード（OS Administrator Password）]：*********
[ボイスメールのパイロット番号（Voicemail pilot Number）]：2000
[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。
緑色のチェックマークが付いているはずです。付いていない場合はクレデンシャルを確認してくだ
さい。
• [ユニファイド メッセージングを有効にする（Enable Unified Messaging）] はオンにしないでください

（Exchange Server の情報が必要）。

• Unified IM & Presence（オプション）

[名前（Name）]：IMP1
[ホスト/IP アドレス（Host / IP Address）]：10.106.170.146
[ユーザ名（Username）]：CUCMAdmin
[パスワード（Password）]：**********
[テスト接続（Test Connection）] をクリックします。
緑色のチェックマークが付いているはずです。付いていない場合はクレデンシャルを確認してくだ
さい。
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[保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。
ステップ 6.

ドメイン作成ステップに、管理ドメイン名と説明を追加します。

ステップ 7.

[サンプル ダイヤル パターン ファイルのダウンロード（Download an example Dial Pattern
file）] を右クリックし、ダイヤル パターン ファイルを保存およびアップロードします。ダイ
ヤル パターンをアップロードすると緑色のチェック マーク表示されます。
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[保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。
ステップ 8.

GSW のサービス エリアの手順でサービス エリア名を追加します。
◦ [サービス エリア（Service area）]：サイト 1
◦ [タイム ゾーン（Time Zone）]：アジア/コルカタ
◦ [PSTN ゲートウェイ IP アドレス（PSTN Gateway IP Address）]：10.106.170.5
◦ [サイト コード（Site Code）]：810

ステップ 9.

SRST の詳細を追加します。
◦ [IP アドレス（IP Address）]：10.106.170.113
◦ [ポート（Port）]：2000
◦ [SIP ネットワーク/IP アドレス（SIP Network/IP Address）]：10.106.170.113
◦ [SIP ポート（SIP Port）]：5060
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ステップ 10. デバイス モビリティの詳細を追加します。
◦ [サブネット（Subnet）]：10.106.170.129
◦ [サブネット マスク（ビット サイズ）（Subnet Mask (bits size)）]：25
ステップ 11. 電話番号の詳細を追加します。
◦ [編集（Edit）] をクリックし、プレフィックスおよび最初の番号と最後の番号を適宜変更します。
◦ [プレフィックス（Prefix）]：810
◦ [最初の番号（First Number）]>8001 [最後の番号（Last Number）]：9000
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[保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。
ステップ 12. GSW の [ユーザ ロール（パート 1 - 手動サービス プロビジョニング）（User Role (Part 1 Manual Service Provisioning)）] ステップで [ロール名（Role Name）] を追加します。
ステップ 13. [ロール名（Role Name）]：Employee
ステップ 14. [手動サービス プロビジョニング（Manual Service Provisioning）] セクションで、必要とされ
る回線タイプに応じて [回線（Line）] および [選択された回線（Chosen Line）] をオンまた
はオフにします。
ステップ 15. [エンドポイント（Endpoint）] セクションで、右にあるグレーのチェックマークをクリック
し、エンドポイントのタイプを選択して、ユーザ タイプの [従業員（Employee）] に割り当
てるデフォルトのエンドポイント タイプを選択します。
ステップ 16. [サービス（Services）] セクションで、同様にグレーのチェックマークをクリックして、すべ
てのサービスまたは目的のサービスを選択します。
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ステップ 17. [サービス バンドル（Service Bundle）] セクションで、グレーのチェック マークをクリック
して、目的のサービス バンドル選択します。

[保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。
ステップ 18. GSW の [ユーザ ロール（パート 2 - 自動サービス プロビジョニング）（User Role (Part 2 Automatic Service Provisioning)）] ステップで、[ユーザが作成または同期されるときにこの
ロールの自動プロビジョニングを有効化（Enable auto-provisioning for this role when a user
is created or synchronized）] をオンにします。
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ステップ 19. [次のサービスを自動プロビジョニングする（Automatically Provision These Services）] で、
[エンドポイント（Endpoint）] オプションをオンにします。
• [エンドポイント設定（Endpoint settings）] で [セルフプロビジョニングされたエンドポイント

（Self provisioned endpoint）] オプションをオンにし、1 人のユーザが保持できるセルフプロ
ビジョニングされたエンドポイントの最大数に 4 以上を設定します。

• [セルフ プロビジョニング IVR 電話番号（Self Provisioning IVR Directory Number）]：8009400
• [開始自動登録電話番号（Starting auto-registration Directory Number）]：8000001
• [終了自動登録電話番号（Ending auto-registration Directory Number）]：8009000

• 目的のサービスの種類に応じて、[回線チェック（Check Line）]、[セルフプロビジョニングされたシン

グル ナンバー リーチ（Self-Provisioned Single Number Reach）]、[IM and Presence]、[ボイスメール
（Voicemail）]、[Extension Mobility アクセス（Extension Mobility Access）]、[Extension Mobility 回線
（Extension Mobility Line）] をオンにします。

• [Cisco Jabber の選択（Cisco Jabber Select）] で、[Cisco Jabber for BlackBerry]、[デスクトップ

（Desktop）]、[Android]、[iPhone]、[タブレット（Tablet）] から Cisco Jabber のタイプをオンにし
ます。
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[保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。
ステップ 20. GSW の [ディレクトリ同期（LDAP 同期）（Directory Synchronization (LDAP Sync)）] 手順
で、[ディレクトリ（LDAP）サーバを使用して、ユーザを Prime Collaboration Provisioning
に同期させる（Use Directory (LDAP) Server to synchronize users to Prime Collaboration
Provisioning）] をオンにします。
ステップ 21. [LDAP サーバ（LDAP Server）] の下で次のように入力します
• [名前（Name）]：LDAP
• [IP アドレス（IP Address）]：10.106.170.130
• [ポート（Port）]：389
• [管理者識別名（Admin Distinguished Name）]：Administrator
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• [管理者パスワード（Admin Password）]：**********
• [LDAP ユーザ検索ベース（LDAP User Search Base）]：cn=users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,dc=com
• [LDAP サーバ タイプ（LDAP Server Type）]> Microsoft AD Server
• [テスト接続（Test Connection）] をクリックします。緑色のチェックマークが付いているはずです。

付いていない場合はクレデンシャルを再確認してください。

ステップ 22. [同期ポリシーの設定（Sync policy settings）] の下で次のように入力します。
• [モード（Mode）]：認証および同期（Authentication and Synchronization）
• [再同期間隔（Re-Sync Every）]>[日数（days）]：1
• [ユーザ検索ベース（Users Search Base）]：cn=users,dc=mmcvd,dc=ciscolabs,dc=com

ステップ 23. [ドメイン LDAP の設定（Domain LDAP settings）] の下で次のように入力します。
• 同期のクエリのフィルタ処理（Filter Query for Synchronization）>[全ユーザの同期（Synchronize all

users）]。
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ステップ 24. [サービス エリア LDAP の設定（Service Area LDAP settings）] の下で次のように入力し
ます。
• [フィルタ条件（Filter By）]>[役職（Title）]：[従業員（Employee）]

ステップ 25. [回線の設定（Line Settings）] の下で次のように入力します。
• [内線ブロックから新しい回線を割り当てる（Assign new line from the extension block）] をオンにし

ます。

• [LDAP 同期された電話番号にマスクを適用する（Apply mask to LDAP synchronized telephone

number）] をオンにします。

• [保存して続行（Save and Continue）] をクリックします。

ステップ 26. GSW の [サマリ（Summary）] で [適用（Apply）] をクリックします。
変更の適用には数分かかります。
ステップ 27. [ユーザのインポート（Import users）]>[LDAP から選択（select from LDAP）]>[ドメイン：
メイン（Domain : Main）] の順にクリックし、[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 28. 設定の適用を終了したら、[完了（Done）] をクリックします。
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会議ブリッジと SRST の設定
プロセス

1. 会議ブリッジを設定する
2. 電話機用の SRST を設定する
3. WAN リンクの音声トラフィックをブロックする

このプロセスの手順は、すべての音声ルータに必要です。
ゲートウェイ テンプレート ファイルの各セクションで必要なサイト固有の情報を理解するには、このプ
ロセスの手順に従ってください。

手順 1

会議ブリッジを設定する

すべてのルータに、少なくとも音声ゲートウェイ サービスに必要な DSP に加えて、会議ブリッジ リソー
スを作成するためのデジタル シグナル プロセッサ（DSP）パケット音声モジュール（PVDM3）が必要で
す。ゲートウェイまたは電話会議リソースをさらに必要とする組織では、追加の DSP が必要です。ハード
ウェアベースのトランスコーディングが必要な場合は、追加の DSP と設定がルータに必要です。デフォル
トでは、Cisco Unity Connection へのコールはアプリケーションでトランスコードされます。
メイン サイトのルータは、ユニファイド コミュニケーションのゲートウェイ機能を備えています。した
がって、PSTN 一次群速度インターフェイス（PRI）構成用の十分な DSP と T1/El 音声/WAN インターフェ
イス カード（VWIC）を設定する必要があります。
Cisco 3945 および 3925 サービス統合型ルータには PVDM3-64 が付属しているため、1 つの音声 T1 と参
加者 8 名の電話会議を処理するために十分な数の DSP があります。リモート サイトで E1 を使用すると、
参加名 8 名の電話会議 4 つ用にのみ十分な数の DSP になります。Cisco 2911 サービス統合型ルータ
（ISR）には PVDM3-16 が、2921 ISR には VSEC が、2951 ISR には PVDM3-32 が付属しています。音
声 T1 1 つと、参加者 8 名の電話会議少なくとも 5 つのための十分なリソースを提供するには、Cisco
2900 シリーズ ISR を単一 PVDM3-64 DSP にアップグレードする必要があります。
5 つの会議ブリッジ リソースを、プライマリ サブスクライバでは最高のプライオリティで登録し、バック
アップ サブスクライバでは 2 番目のプライオリティで登録するために、HQ ルータに次の設定を適用しま
す。電話会議のリソースが必要な場合は、同じ設定がリモートサイト ルータで使用されます。
ステップ 1.

音声カードの DSP サービスを設定します。
voice-card 0
dspfarm

dsp services dspfarm
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ステップ 2.

最大 5 セッションと許容されるコーデックのリストを含む会議ブリッジの dspfarm プロファ
イルを設定します。
dspfarm profile 1 conference

description HQ Conference Bridges
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8

codec g729abr8
codec g729r8
codec g729br8
codec g722-64
codec ilbc

maximum sessions 5

associate application SCCP
no shutdown

ステップ 3.

Cisco Unified CM への登録に使用されるインターフェイスを設定します。既存のルータに
音声設定を追加する場合は、ループバック 0 インターフェイスを使用します。
ccm-manager sccp local loopback 0

スタンドアロン音声ルータを使用する場合は、LAN に接続するインターフェイスを使用し
ます。
ステップ 4.

ccm-manager sccp local [interface type][number]

サブスクリプションに使用する Cisco Unified CM サーバに接続するための SCCP ゲート
ウェイ インターフェイスを設定します。多数の会議ブリッジを実装する場合は、クラスタ
内の Unified CM サブスクライバの IP アドレスを変更することによって、サブスクリプショ
ンのプライオリティのバランスを適宜取る必要があります。バージョンを 7.0 以上に設定し
ます。
sccp local [interface type][number]
sccp ccm 10.106.170.136 identifier 1 priority 1 version 7.0
sccp ccm 10.106.170.135 identifier 2 priority 2 version 7.0

ステップ 5.

sccp

SCCP アプリケーションで使用するインターフェイスに会議ブリッジ用のインターフェイス
を接続します。ステップ 4 で作成したサーバをグループ化し、会議ブリッジ用のプロファイ
ルに関連付けます。繰り返しになりますが、多数の会議ブリッジを実装する場合は、プライ
オリティのバランスを適宜取る必要があります。Cisco Unified CM に会議ブリッジを登録
し、switchback method を graceful に設定して 60 秒待ちます。
sccp ccm group 1
bind interface [interface type][number]
associate ccm 1 priority 1
associate ccm 2 priority 2
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associate profile 1 register CFB1HQ1
switchback method graceful
switchback interval 60

i

技術的なヒント

会議ブリッジ用の Cisco Unified CM 設定は PCP を使用して完了されたため、登録名は PCP ツールに
よってクラスタにアップロードされた名前と一致する必要があります。2 つある場合、名前は常に
CFB1<Site Name> および CFB2<Site name> です。たとえば、本社サイトが HQ1 であれば、会議ブ
リッジ名は CFB1HQ1 と CFB2HQ1 です。

手順 2

電話機用の SRST を設定する

この手順では、電話機用に SRST を設定します。
このインストールでサイト コードを使用する場合、dialplan-pattern コマンドは、10 桁の E164 PSTN
番号を、電話機上の固有の 7 桁電話番号に変換します。extension-length キーワードおよび extensionpattern キーワードを使用すると、E164 番号の最後の 4 桁を指定できます。サイト コードを使用したサ
イト間での 7 桁ダイヤリングを維持するためには追加のダイヤル ピアを作成します。
サイト数が 90 以下のネットワークでは、ダイヤル プランは次の要素で構成されます。
• サイト間アクセス コードとして 1 桁
• 最大 90 サイトに対応するための 2 桁のサイト コード
• サイトの内線用の 4 桁

形式は、8 + SS + XXXX です。8 はオンネット アクセス コード、SS は 10 ～ 99 の 2 桁のサイト コー
ド、XXXX は 4 桁の内線番号で、合計 7 桁です。
各リモート サイトの電話機間で 4 桁のダイヤルをユーザが維持できるようにするために、音声トランス
レーション ルールとプロファイルを着信コールに関連付けます。ボイス トランスレーション プロファイ
ルは、電話機が SRST モードのときのみアクティブです。
このインストールでサイト コードを使用しない場合、dialplan-pattern コマンドは、10 桁の E164 PSTN
番号を、電話機上の固有の 4 桁電話番号に変換します。extension-length キーワードおよび extensionpattern キーワードを使用すると、E164 番号の最後の 4 桁を指定できます。ボイス トランスレーション
ルールとプロファイルは、サイト コードを使用しないインストールには必要ありません。
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ステップ 1.

サイト コードを使用する場合は、ルータのグローバル エリアでボイス トランスレーショ
ン ルールおよびボイス トランスレーション プロファイルを作成します。トランスレー
ション ルールの最初の部分、つまり最初と次のスラッシュで囲まれた部分は、1 ～ 7 で始
まる 4 桁の番号に一致します。ルールの 2 番目の部分、つまり 2 個目と 3 個目のスラッ
シュで囲まれた部分は、4 桁のダイヤル番号の前に一意のサイト コードを追加します。
SRST-4-Digit というトランスレーション プロファイルによって、ユーザがコールした番
号にトランスレーション ルールが適用されます。次の例は、820 から始まる 7 桁の電話番
号です。
voice translation-rule 1
rule 1 /^[1-7]...$/ /811\0/
voice translation-profile SRST-4-Digit
translate called 1
voice translation-rule 800
rule 2 /^800\ (.*)//1310610\1/
voice translation-profile SRST-7-Digit
translate called 800

ステップ 2.

SIP バックツーバック ユーザ エージェントおよび SIP レジストラ機能を作成します。
SIP レジストラ有効期限タイマーを 600 秒に変更します。
voice service voip
allow-connections sip to sip
sip
registrar server expires max 600 min 60

ステップ 3.

SIP 電話機に次の特性をグローバルに割り当てます。特定の電話機の下部に表示されるシ
ステム メッセージ、最大電話番号数、および SRST ルータで使用可能な最大プール数。
voice register global
system message "SIP SRST Service"
max-dn 200
max-pool 50

i

技術的なヒント

コマンド max-pool 50 を実行すると、ライセンス契約書が表示されます。この機能をアクティベートす
るには、契約に同意する必要があります。この契約に同意するまで設定は続行できないため、この機能
の導入をコピーして貼り付けるか、スクリプト処理する場合は、この点に留意してください。
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ステップ 4.

2 桁のサイト コードをこのインストールに使用する場合は、着信番号を電話機用の 7 桁の
電話番号に変換します。10 桁のコールが PSTN キャリアから到着すると、コールは、アク
セス コード、2 桁のサイト コード、および末尾の 4 桁に基づいて正しい電話に転送され
ます。この設定は、call-manager-fallback の下で行います。
call-manager-fallback
dialplan-pattern 1 311611.... extension-length 7
extension-pattern 811....
サイト コードをこのインストールに使用しない場合は、電話機の 4 桁の電話番号と一致す
るように、トランスレートされた番号を設定します。10 桁のコールが PSTN キャリアから
着信した場合、コールは最後の 4 桁に基づいて正しい電話に転送されます。
call-manager-fallback
dialplan-pattern 1 311611.... extension-length 4 extensionpattern
....

ステップ 5.

サイト コードをこのインストールで使用する場合は、SRST モードのサイト間のダイヤル
を維持するために VoIP ダイヤル ピアを追加します。次に、アクセス コード、2 桁のサイ
ト コード、7 桁の電話番号、10 桁のアウトバウンド PSTN 番号の例を示します。

例：本社サイト
dial-peer voice 810 voip
description 7-DIGIT DIAL to HQ in SRST
translation-profile outgoing SRST-7-Digit
destination-pattern 810....
session protocol sipv2
session target ipv4:10.106.170.136
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
追加のリモート サイトごとにこの手順を繰り返します。適切なダイヤルピアの番号、説
明、宛先パターン、およびプレフィックスを使用してください。
ステップ 6.

定義された IP アドレス範囲用の音声レジスタ プールを設定します。IP アドレス範囲が連
続的でない場合は、複数のプールを作成できます。id network は音声 VLAN の IP サブ
ネットです。リモート サイトで実装されている音声サブネットごとに音声プールを作成
します。この例では、2 つの音声サブネットを使用します。dtmf-relay パラメータには
rtp-nte sip-notify を使用し、すべてのコールに対して G711 ulaw コーデックを使用し
ます。
voice register pool 1
id network 10.106.170.1 mask 255.255.255.0
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
codec g711ulaw
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ステップ 7.

クラスタに定義されている 3600 秒のデフォルトの有効期限を使用して、Cisco Unified
CM サブスクライバ 1 およびサブスクライバ 2 の IP アドレスを外部レジストラとして特
定します。
sip-ua
registrar ipv4:10.106.170.136 expires 3600
registrar ipv4:10.106.170.135 expires 3600 secondary
WAN リンクの音声トラフィックをブロックする

手順 3
（オプション）

バックアップ WAN リンクへのフェールオーバーが発生したときに、管理者が IP Phone を強制的に SRST
モードにする必要がある場合があります。このブロッキングを実装すると、損失の大きいリンク上で音声を
送信することが回避され、エンドユーザが期待するダイヤル トーンを維持しながらデータ使用量が削減され
るため、障害コストが削減されます。この構成は、デュアル ルータ設計のバックアップ ルータや、シング
ル ルータ設計のセカンダリ リンクに適用できます。この構成は、特定のリモート サイトで一元化された音
声登録が必要ない場合に、任意の WAN インターフェイスでも使用できます。

i

技術的なヒント

IOS コマンドは各音声ゲートウェイのテンプレート ファイル内の Optional - Block Voice on WAN セク
ションにリストされています。
ゲートウェイ テンプレート ファイルで角括弧に囲まれているハードウェア固有の情報を変更しておかな
いと、コマンドがルータに正しくコピーされません。このセクションの例を使用して、設定の各領域で
必要な情報の特定に役立ててください。

ステップ 1.

SIP：5060（TCP/UDP）、Secure SIP：5061（TCP/UDP）、SCCP：2000（TCP）、
Secure SCCP：2443（TCP）、標準 RTP ポート：16384-32767（UDP）をブロックし、
その他のすべてのトラフィックを許可するアクセス リストを設定します。
ip access-list extended ACL-VOIP-CONTROL
deny tcp any any eq 5060
deny udp any any eq 5060
deny tcp any any eq 5061
deny udp any any eq 5061
deny tcp any any eq 2000
deny tcp any any eq 2443

deny udp any any range 16384 32767
permit ip any any
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ステップ 2.

これに対する音声トラフィックをブロックする必要のある WAN インターフェイスにアク
セス コントロール リストを適用します。
interface Tunne110
ip access-group ACL-VOIP-CONTROL in

ip access-group ACL-VOIP-CONTROL out
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付録 A：製品リスト
データセンターまたはサーバ ルーム
コンポーネント 製品の説明
コール制御
1000 ユーザまでの Cisco Business
Edition 6000
Unity
1000 ユーザまでの Cisco Business
Connection
Edition 6000
IM & Presence 1000 ユーザまでの Cisco Business
Edition 6000
Prime
1000 ユーザまでの Cisco Business
Collaboration
Edition 6000

パーツ番号

BE6M-M4-K9

ソフトウェア
11.0.1.20000-2
11.0.1.20000-2
11.0.1.20000-2
11.0-small.ova

本社向け音声
機能エリア
製品の説明
本社の音声ルータ Cisco 3945 音声セキュリティバンド
ル、PVDM3-64、UC および SEC ライ
センス PAK
2 ポート チャネライズド T1/E1 および
ISDN PRI 高速 WAN インターフェイス
カード（データ専用）
2 ポート第 3 世代マルチフレックス
トランク音声/WAN インターフェイス
カード - T1/E1

パーツ番号
C3945-VSEC/K9

ソフトウェア
15.5.2T1

HWIC-2CE1T1-PRI
VWIC3-2MFT-T1/E1

サイトの音声
機能エリア
製品の説明
リモート サイト Cisco 2921 音声セキュリティバンド
ル、PVDM3-32、UC および SEC ライ
の音声ルータ
センス PAK
2 ポート チャネライズド T1/E1 および
ISDN PRI 高速 WAN インターフェイス
カード（データ専用）
2 ポート第 3 世代マルチフレックス
トランク音声/WAN インターフェイス
カード - T1/E1
100 台の電話機用の SRST

パーツ番号
C2921-VSEC/K9

ソフトウェア
15.5.2T1

HWIC-2CE1T1-PRI
VWIC3-2MFT-T1/E1
FL-CME-SRST-100
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エンドポイント
機能エリア

製品の説明

電話機

Unified IP Phone 7800 シリーズ CP-7821-K9
CP-7841-K9
CP-7861-K9

SIP78xx.10-2-1-12

Unified IP Phone DX600
シリーズ

CP-DX650-K9

SIPdx650.10-2-4-46.k3

Unified IP Phone 8800

CP-8841-K9=
CP-8851-K9=
Cisco Jabber for
Windows
Cisco Jabber for
Mac

SIP88xx.10-2-2-16

ソフト クライア Jabber
ント
ソフト クライア Jabber
ント

パーツ番号

ソフトウェア

Jabber_for_Windows-11.0
Jabber_for_Mac-1 1.0
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BE6000S のネットワーク設定例
Cisco BE6000S には、下の図のように 172.27.x.x のネットワークによる事前設定されたイメージが付属して
います。

次に示す手順は、別のネットワークがある環境で、インストールを実施する方法を示します。
インストールに関する次の情報が必要です。
項目
NTP サーバの IP アドレス
ドメイン ネーム システム
サーバの IP
ドメイン名

各アプリケーションのホスト名、
IP アドレス、ネットワーク マスク
および デフォルト ゲートウェイ

CVD の設定
10.64.58.50
10.106.170.176

サイト固有の設定

mmcvdl.ciscolabs.com
UCM-Pub
10.106.170.185
255.255.255.128
10.106.170.129
Ucn1
10.106.170.186
255.255.255.128
10.106.170.129
Imp1
10.106.170.187
255.255.255.128
10.106.170.129
Pcp
10.106.170.184
255.255.255.128
10.106.170.129
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手順 1

Cisco BE6000S の設定

ステップ 1.

ルータに初めてログインするときに、コマンド username <newusername> privilege 15
secret <newpassword> を使用して、BE6000S のユーザ名とパスワードを変更します。

ステップ 2.

さまざまなアプリケーションで使用される IP アドレスとドメイン名を変更します。
ip domain name mmcvdl.ciscolabs.com
ip host ntp.mmcvd1.ciscolabs.com 10.64.58.50

ip host ucm-pub.mmcvd1.ciscolabs.com 10.106.170.185
ip host ucnl.mmcvdl.ciscolabs.com 10.106.170.186
ip host impl.mmcvdl.ciscolabs.com 10.106.170.187
ip host pcp.mmcvd1.ciscolabs.com 10.106.170.184
ip host s1-mmcvd1.ciscolabs.com 10.106.170.190
ip host s1-mmcvd1.ciscolabs.com.106.170.188

ステップ 3.

ip host ns.mmcvdl.ciscolabs.com 10.106.170.176
ip name-server 10.106.170.176

voice service voip コマンド内の信頼リストの下に UCM の IP アドレスを設定します。
voice service voip

ステップ 4.

ip address trusted list
ipv4 10.106.170.185
このネットワークにアクセス可能になる IP アドレスを使用してギガビット インターフェイ
ス 0/2 を設定します。
interface GigabitEthernet0/2

ステップ 5.

description Access to the router
ip address 10.106.170.176 255.255.255.128
スイッチに接続するインターフェイスをギガビット インターフェイス 0/1 に設定します
（スイッチ上のデータおよび音声 VLAN の接続用）。
interface GigabitEthernet0/2.1
description datavlan
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/2.2
description voice vlan
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

74 ページ

付録 B

ステップ 6.

ucse1 /0 インターフェイスの IP アドレスを変更します。

interface ucsel/0
description Internal interface connected to UCSE Port 0
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
imc ip address 10.106.170.190 255.255.255.128 default-gateway
10.106.170.129
imc access-port shared-lom console
ステップ 7. このルータに DNS サーバを設定するか、既存の DNS サーバがある場合は、DNS サーバの
IP アドレスを使用します。

ステップ 8.

ip dns server
ip dns spoofing 10.106.170.176
ネットワーク全体のルーティング用および発信インターフェイスと同じ Ucse 1/0 を持つ各
アプリケーション用にデフォルト ルートを追加します。
ip
ip
ip
ip
ip
ip
ip

ステップ 9.

route
route
route
route
route
route
route

0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
10.106.170.184 255.255.255.255 ucsel/0
10.106.170.185 255.255.255.255 ucsel/0
10.106.170.186 255.255.255.255 ucsel/0
10.106.170.187 255.255.255.255 ucsel/0
10.106.170.188 255.255.255.255 ucsel/0
10.106.170.190 255.255.255.255 ucsel/0

ルータに接続するスイッチへのルーティングを追加します。
ip route 192.168.2.2 255.255.255.255 GigabitEthernet0/2

ステップ 10. ローカル NTP サーバ アドレスで NTP サーバ アドレスを更新します。
ステップ 11. ESXi にアクセスし、アプリケーションの準備のセクションに記載されているインストール
の手順に従って、BE6000S サーバ ブレードでアプリケーションのインストールを完了して
ください。
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