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はじめに

このドキュメントでは、このトポロジでファクスが正常に動作するために使用できるオプション
を示しています:

そのトポロジーでは、問題はゲートウェイが実行している 2 つのファックス モード間のミスマッ
チが原因で起こるかもしれません。 正常であるファクシミリに関しては 2 つのゲートウェイは同
じファックス モードをネゴシエートする必要があります。 デフォルトで、Ciscoルータおよびゲ
ートウェイは Cisco faxrelay ネゴシエーションを使用します（Cisco FAX リレーがサポートされ
ない） 5400、および 5350 を除いて。 ただし、WS-X6624 （A002A3A0）のための 3.010 ロード
現在で、デフォルト ファックス モードはファクシミリ パススルーです。 この資料にそれらを同
期されて得るために両方のデバイスの設定を修正する方法を示されています。

Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(11)T1 によって、47 を 6608 でロードするか、または
6624 で、および Cisco IOS ソフトウェア リリース1.2(1)によって VG248 で 41 を—音声、Cisco
FAX リレー ロードすれば、モデム パススルーは相互運用する必要があります。 それらのリリー
ス前に、音声だけおよび Cisco FAX リレーは非互換性による IOS と IOS 以外の音声 プラットフ
ォームの間でサポートされます。

前提条件

要件



この ドキュメントを読む人はパケットテレフォニーネットワーク on Cisco 渡す複数の手法が
IOS Gateway を渡るファックス コールをあることわかっている必要があります。 これらの手法
は下記のものを含んでいます:

Cisco 独自方式のファックス リレー●

T.38 FAX リレー●

FAX パススルー●

ファックス アップスピード●

T.37 標準のストア アンド フォワード ファックス●

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。

Cisco CallManagerバージョン 3.x および 4.x●

24-Port FXS Blade注: Catalyst 6000 24 ポート FXS アナログ モジュールは End of Life
（EOL）ステージに今あります。 FXS アナログインターフェイスを必要とする顧客は Cisco
Communication Media Module （CMM）を使用するようになる必要があります。 Cisco
Catalyst 6000 24 ポート FXS アナログ モジュールのための終りの販売および廃止を参照して
下さい。

●

ゲートウェイのさらに詳しい詳細についてはファックス リレー および ファックス パススル
ーに関する Cisco AVVID ゲートウェイ サポートの Fax Support Matrix セクションを参照して
下さい。

●

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。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

定義

Fax Relay — Cisco FAX リレーは Cisco CallManager を含みません; それはゲートウェイ制御フ
ァックス モードです。 ほとんどのファクシミリは Digital Signal Processors （DSP）で処理され
、ファックス モードに切り替えるためにメインプロセッサ（CPU）および限られたシグナリング
からだけパケット交換、必要となります。 Fax Relay モードでは、ゲートウェイは T.30 ファッ
クス信号を終了します。

FAX パススルー—ファックス コールがファクシミリ パススルーを使用する音声コールから顕著
ではないが、機能は、圧縮のような、無効エコー 消去で、高域 フィルタ Voice Activity Detection
（VAD）。 ファクシミリが音声コールのように処理されるので、ゲートウェイはファクシミリ
パススルー 伝達のために G.711 コーデックを使用します。 すべての Cisco 音声 ゲートウェイは
ファクシミリ パススルーをサポートします。

Fax Relay のための FXS ポートを設定するため
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Fax Relay のための Foreign Exchange Station （FXS）ポートを設定するのにこの手順を使用し
て下さい:

Cisco CallManager Administration パネルを開いて下さい。1.
Cisco CallManager で設定される 24-Port FXS Blade をクリックして下さい。2.
使用中であるポートを選択するためにポートの隣で POTS アイコンを、クリックして下さ
い（ファクシミリが接続された）ポート。製品別のコンフィギュレーションセクションは現
われます。ファックス コールのために使用されるポートがチェックされることを確認して
下さい。Cisco FAX リレーに関しては、ファクシミリおよびモデムパラメータ エリアの Fax
Relay イネーブルをチェックして下さい。モデム パススルーに関しては、ファクシミリおよ
びモデムパラメータ領域の IOS Gateway モードに NSE Type フィールドを設定して下さい
。注: この設定は VG248 間の音声、Cisco FAX リレーおよびモデム パススルー、6608、ま
たは 6624 および Cisco IOSゲートウェイ サポートします（Cisco FAX リレーをサポートし
ない） AS5400、および AS5350 を除いて。

3.

ルータの設定

ファクシミリ検出アプリケーションに使用するルータで Cisco IOSソフトウェアの少なくともフ
ァクシミリ サービスのためのプラットフォームサポートにリストされている最小バージョンをイ
ンストールしたようにして下さい。

Cisco FAX リレーのための H.323 ゲートウェイを設定するため

デフォルト G.729 コーデックが使用されるとき Fax Relay を設定するために、fax rate コマンド
は 9600 か 14400 ボーのために設定する必要があります。 G.711 が使用されるとき、このコマン
ドが必要となりません。

dial-peer voice 1 voip

 destination-pattern 2000

 session target ipv4:10.200.72.37

 fax protocol cisco  (default)

 fax-relay ecm disable (optional)

 fax nsf <000000>(optional)

 fax-rate <1440> bytes <20>(optional)

FAX パススルーのための H.323 ゲートウェイを設定するため

ファクシミリ パススルーを設定するために、一致する Voice over IP （VoIP） ダイヤル ピアを設
定して下さい:

dial-peer voice 1 voip

 destination-pattern 2000

 session target ipv4:10.200.72.37

 modem passthrough nse payload-type 100 codec G711ulow

 fax rate disable

Cisco FAX リレーのための MGCP ゲートウェイを設定するため

Cisco FAX リレーを設定し、設定するグローバル コンフィギュレーション モードのこれらのコマ
ンドを、発行して下さい:
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ccm-manager fax protocol cisco(default)

mgcp fax t38 inhibit

FAX パススルーのための MGCP ゲートウェイを設定するため

Cisco FAX リレーを設定し、ファクシミリ パススルーを設定するグローバル コンフィギュレーシ
ョン モードのこれらのコマンドを、発行して下さい:

no ccm-manager fax protocol cisco

mgcp modem passthrough voip mode nse

mgcp modem passthrough voip codec g711ulaw

トラブルシューティング

設定をトラブルシューティングするのにこの手順を使用して下さい:

ファクシミリが接続される FXS ポートに正常な音声コールを作ることができることを確認
して下さい。これはシグナリングはきちんとはたらくようにするので、重要なステップです
。

1.

先の Cisco CallManagerバージョンに関してはより 3.0.11 は、6624 のロードが A002A3A0
であることを確認します。

2.

H.323 ゲートウェイで、Cisco FAX リレーのための Cisco IOS ソフトウェア リリース
12.1(3)T またはそれ以降、およびファクシミリ パススルーのための実行 Cisco IOS ソフト
ウェア リリース 12.2(11)T またはそれ以降を実行して下さい。

3.

Cisco FAX リレー モードで動作し、それの後にファクシミリ接続解除にあったら、伝達を
開始する fax-relay ecm disable コマンドを追加して下さい。

4.

最初のリングの後でコールを受信するためにファクシミリを設定して下さい。5.
全力はこれらの問題の種類を最小化するために作る必要があります:損失—ファクシミリお
よびモデムトラフィックは本質的に無損失の転送を必要とします。遅延遅延変動許容量（ジ
ッタ）詳細については Fax Relay トラブルシューティング ガイドの設定 考察セクションに
ソリューション リファレンス ネットワーク デザインを参照すれば。

6.

すべての専用ファクシミリ ポートのコール・ウェイティングを無効に して下さい。7.

関連情報

Configuring Fax Pass-Through（FAX パススルーの設定）●

Cisco AVVID ゲートウェイによるファックスリレーおよびファックス パススルーのサポート●

音声に関する技術サポート●

音声と IP 通信製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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