VC のコンテンツサーバ配備
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概要
この資料に H323 および SIP のための TelePresence コンテンツサーバ（TCS）で統合のための
Cisco TelePresence Video Communication Server（VCS）を設定する方法を記述されています。
TCS および VC の統合は簡単であり、会議を記録するために H323 または SIP のためのこの資料
で述べられるまたは両方とも TCS に呼出しますステップに従うことができますか。

前提条件
要件
このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント
この doument の情報はこれらのソフトウェア および ハードウェア バージョンに基づいています:
TCS 7.x および 6.x
VC

このドキュメントの情報は、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、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

設定
設定
VC 設定
ステップ 1： TCS のための隣接ゾーンを作成して下さい（TCS のゲートウェイかトランク モー
ドのために必要として下さい）
VC の隣接ゾーンを作成して下さい
VC の隣接ゾーンを設定するために、Configuration>Zones>Zones> に『New』 をクリック し
ます行って下さい。
●

注: ラボ TCS FQDN に関しては: tcsgn3-1.tplab1.local、VC FQDN: vcs.tplab1.local

ステップ 2： ダイヤル プランによって VC の検索ルールを設定して下さい
VC の検索ルールを設定するために、設定 > ダイヤル プラン > 検索ルールにナビゲート して下さ
い

次に、例を示します。 このラボ設定 VC 送信ですべてのコールは 62 からか 63 または tcsgn3 に

記録のための TCS 開始します。 VC から TCS にコールを発信するために配備および要件によっ
て Regex を作成して下さい。

TCS 設定
ステップ 1： （VC からの TCS に SIP コールを必要としなさい） SIP トランク用に TCS を設定
して下さい
TMS がそのケース SIP URI で記録とスケジュール会議のために使用される場合注は記録エ
イリアスで設定されるべき H323 ID か E.164 を必要とするために使用されないし。
TCS の SIP を、ナビゲート 管理 > 設定 > サイト設定に設定するため

1. VC から多重記録コールを同時に受信する TCS 設定のイネーブル SIP トランク。
2. サーバアドレスで SIP アドレスを設定して下さい。
3. 適切な転送 プロトコルを選択して下さい。
ステップ 2： ゲートウェイ モードの H323 のための TCS を設定して下さい
TCS の H323 ゲートキーパーを設定するために、管理 > 設定 > サイト設定にナビゲート して下
さい

次に例を示します。 このラボ設定では TCS は 62 から H323 プレフィクスで 62 設定されました
り、すべての H323 URI および E164 を開始します使用します。 Cofnfigure ダイヤルプラン 要件
によるこのプレフィクス。
1. 「ゲートキーパー」による VC のイネーブル ゲートキーパーはチェックを有効に しました
。
2. VC サーバでゲートキーパー アドレスを設定して下さい。
3. configure 要件によって H323 を ID か E.164 または両方必要とします。
4. TCS でインストールされるライセンスによって複数のコールを一度に記録するためにゲー
トウェイ モードに登録を変更して下さい。
他のパラメータを設定があるように確認するために TCS 管理ガイド TCS 6.0 管理ガイドを参照
して下さい

検証
設定がきちんと機能することを確認するためにこのセクションを使用して下さい

ステップ 1： 隣接ゾーンはアップ、VC と TCS の間で動作します

このスナップショットは VC に TCS のアクティブな隣接ゾーンがあることの確認を助けます。

ステップ 2： TCS は H323 ゲートキーパー アクティブを示します

このスナップショットは TCS が H323 のための VC にアクティブに接続されることの確認を助け
ます

手順 3： TCS は SIP トランク アクティブを示します

このスナップショットは TCS SIP をです VC とアクティブ確認し、VC からコールを受信するた
めに用意を助けます。

トラブルシューティング
この設定に関する特定なトラブルシューティングの情報がありません。

