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概要

この資料は Cisco Unified Communications Manager （CUCM）で 8.0 およびより高いリリース導
入されているエクステンションモビリティ クロス クラスタ 機能を説明していたものです。

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

この文書に記載されている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

CUCM 9.X およびより高く●

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。

背景説明

EMCC ソリューション

EMCC はエクステンションモビリティ クロス クラスタの問題を規定 しますクロス登録を提起し
ます。 クロス登録はこれらの特性を意味します:

ホーム クラスタからのユーザはクラスタの参照で電話にログオンします。●

ログイン プロシージャはホーム クラスタ データベースにデバイス情報を運びます。●

ホーム クラスタ データベースはユーザデバイスプロファイルの一時デバイスを構築します。●

ホーム クラスタ TFTPサーバは電話 設定コンフィギュレーション・ファイルを構築します。●

ログオンの後で、クラスタを参照することはホーム クラスタ TFTPサーバに電話を指示しま
す。

●

次に電話はホーム クラスタ（HC） TFTPサーバから TFTP 設定およびホーム クラスタ Cisco
Unified Communications Manager が付いているクロス登録をダウンロードします。

●

設定

1. サービス アクティベーション

Cisco Unified サービサビリティ > Tools > Service アクティベーションへのナビゲート。

サーバを選択し、チェックボックスのチェックによって各サービスの隣でこれらのサービスをア
クティブにして下さい:

Cisco CallManager●

Cisco TFTP●

Cisco Extension Mobility●

Cisco バルク プロビジョニング サービス（パブリッシャでだけアクティブになることができ
ます）

●



2. EM 電話サービス

CUCM Administration > デバイス > デバイス設定 > 電話サービスへのナビゲート。1.
エクステンションモビリティ 電話サービスを作成して下さい。2.
CUCM 管理では、デバイス > デバイス設定 > 電話サービスにナビゲート して下さい。3.

『Add New』 をクリック し、IP Phone サービス コンフィギュレーションウィンドウのフィール
ドをとして記入して下さい:

Service name : エクステンションモビリティ。4.
ASCII サービス名: エクステンションモビリティ。5.
サービスの説明: エクステンションモビリティ。6.
サービス
URL: http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EM
CC#

7.

セキュア サービス URL:
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

8.

Enable チェックボックスをチェックして下さい。9.
 エクステンションモビリティ 電話サービスを保存する 10.Click 保存。

http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#
http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#


3. EM を必要とするユーザ向けのデバイス プロファイルを追加して下さい

CUCM Administration > デバイス > デバイス設定 > デバイス プロファイルへのナビゲート

エクステンションモビリティを必要とするユーザ向けのデバイス プロファイルを追加して下
さい。 デバイス プロファイルはユーザがログオンするとき実質デバイスが付いているオーバ
ーレイに慣れます（両方エクステンションモビリティおよび EMCC のために）。 次の手順
を実行します。

●

1. CUCM 管理では、デバイス > デバイス設定 > デバイス プロファイルにナビゲート して下さい
。

2. 新しいデバイス プロファイルにわかりやすい名前を割り当てる特定のプロトコルの特定のデバ
イスの種類のための新しいデバイス プロファイルを追加して下さい。 Example:7971 SCCP デバ
イス プロファイル。

3. 新しいデバイス プロファイルでは、EMCC CSS フィールドを設定して下さい。

4. ユーザが旅し、別の（参照）クラスタの IP Phone を使用するときこの Calling Search Space
（CSS）は実質デバイスコンフィギュレーションに適用されます。

5. ローカルIP 電話の Phone Configuration ウィンドウの CSS フィールドを設定 するようにこの
フィールドを設定して下さい。

EMCC CSS フィールドについての EMCC 呼ルーティング セクションを詳細については参照
して下さい。

●

新しいデバイス プロファイルに Directory Number （DN）を追加して下さい。●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmfeat/fsgd-802-cm/fsemcc.html#wp1461291


 Example:4001

ディレクトリ番号 の 設定 ウィンドウで、関連リンク ドロップダウン リスト ボックスの設定
デバイス（<your 新しいデバイス プロファイル name>）オプションを選択して下さい。

●

デバイス プロファイル コンフィギュレーションウィンドウに戻ります。●

デバイス プロファイル コンフィギュレーションウィンドウで、定期講読を選択して下さい
/関連リンク ドロップダウン リスト ボックスのサービス オプションを定期講読を解除して下
さい。

●

ディスプレイが、Select a Service drop-down list ボックスのエクステンションモビリティ サ
ービスを選択するポップアップウィンドウでは。

●

[Next] をクリックします。●

ポップアップウィンドウを『SAVE』 をクリック し、閉じて下さい。●

デバイス プロファイル コンフィギュレーションウィンドウはこのイメージに示すように、検
知 します。 

●

4. 設定 エンドユーザ

Cisco EMCC のためのユーザを追加して下さい:●

Cisco Unified Communications Manager 管理で、> エンドユーザ 『User Management』 を
選択 して下さい。

●

新しいエンドユーザを追加するために『Add New』 をクリック して下さい。●

ディスプレイが、少なくともこれらのフィールドを設定するエンドユーザ コンフィギュレー
ションウィンドウでは: ユーザ ID、パスワード、PIN、名字、名。

●

エクステンションモビリティ ペインでは、イネーブル EMCC チェックボックスをチェック
して下さい。

●

エクステンションモビリティ ペインの利用可能 なプロファイル リスト ペインからのステッ
プ 3 で設定したデバイス プロファイルを選択して下さい。

●

制御されたプロファイル リスト ペインにデバイス プロファイルを変わるのに下 矢印を使用
して下さい。

●

エンドユーザ 設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。●



5. デバイスの EM を有効に して下さい

Phone ページの EM をチェックして下さい。●

EMCC 電話サービスを定期講読して下さい。●

CUCM Administration > Device > Phone へのナビゲート。●



サービスを定期講読して下さい/定期講読を解除して下さい●

今この設定までホームおよび参照することでクラスタをされなければなりません。●

6. 設定バルク証明書管理

CUCM OS 管理 > Security > バルク 証明書管理へのナビゲート。

7. エクスポート

認証タイプ: すべてはこのイメージに示すように、それから、エクスポートします。●



8. Consollidate

認証タイプ: すべては、強化します。●

9. インポート

認証タイプ: すべて、インポート。●

注: import all 各クラスタの認証、各クラスタのために、CUCM を再起動する必要があった
後

10. イネーブル ビデオ呼び出し

ビデオ呼び出しのための EMCC を有効に するために、よくある電話プロファイル（デバイ
ス > デバイス設定 > よくある電話プロファイル）を設定して下さいまたはビデオ呼び出しを
有効に するために企業 電話 設定（システム > 企業 電話 設定）を設定して下さい。

●

どちらかのウィンドウで、有効に されるようにビデオ 機能 ドロップダウン リスト ボックス
を設定 して下さい。 （この設定はクラスタごとにデフォルトで有効に なるかもしれません
。）

●



11. EMCC テンプレートを設定して下さい

追加して下さい EMCC デバイス— EMCC テンプレートを追加して下さい:●

CUCM 管理は、バルク Administration > EMCC > EMCC テンプレート > 『Add New』 をク
リック します。

●

12. /アップデート EMCC 設定挿入して下さい

追加して下さい EMCC デバイス—デフォルト EMCC テンプレートを設定 して下さい。●

CUCM 管理で、バルク Administration > EMCC > 挿入/アップデート EMCC を選択して下さ
い。

●

EMCC デバイスを『Update』 をクリック して下さい。●

デフォルト EMCC テンプレート ドロップダウン リスト ボックスで、ステップ 11.で設定し
た EMCC デバイス テンプレートを選択して下さい。

●

『Run immediately』 をクリック して下さい。●

ジョブがうまく働いたかどうか確かめるために、バルク Administration > ジョブ・スケジュ
ーラーを選択し、ジョブのジョブ ID を探して下さい。 ジョブがうまく働いたことを確認し
て下さい。

●



13. /アップデート EMCC 設定挿入して下さい

EMCC デバイス > 挿入を EMCC デバイス追加して下さい。●

CUCM 管理では、バルク Administration > EMCC > 挿入/アップデート EMCC はナビゲート
します。

●

EMCC デバイスを『Insert』 をクリック して下さい。●

追加されたフィールドであるために EMCC デバイスの数の値を変更して下さい。●

『Run immediately』 をクリック して下さい。●

このウィンドウをリフレッシュし、Database 値の EMCC デバイスの数が既に今追加したデ
バイスの数を表示することを確認して下さい（たとえば、5）。

●

また、ナビゲート バルク Administration > ジョブが正常に完了したかどうか確認するジョブ
・スケジューラー。

●

追加するべき EMCC Base デバイスの最大数。●

この計算を使用してクラスタでサポートされて得るデバイスの総数に EMCC を含めて下さい
: 電話 + （2 つの x EMCC デバイス） <= MaxPhones。

●

CUCM システムは 60,000 という MaxPhones 値を規定 します。●

EMCC ログオンはホーム クラスタで使用されて得るライセンスの数に影響を与えません。●



14.Configure Geolocation フィルタ

エンタープライズ パラメータを設定し、geolocation フィルタを追加して下さい:●

CUCM 管理では、System > Enterprise Parameters の順に選択 して下さい。●

クラスタ ID エンタープライズ パラメータに関しては、各参加クラスタのためのユニークな
クラスタ ID を設定して下さい。

●

CUCM 管理では、システム > Geolocation フィルタはナビゲート します。●

[Add New] をクリックします。●

新しい geolocation フィルタを作成して下さい。●

名前例: EMCC Geolocation フィルタ。●

国、状態および都市とのような、一致するための基準を規定 して下さい。●



15.Configure EMCC 機能

設定 EMCC 特徴パラメータ:●

Cisco Unified Communications Manager 管理では、ナビゲート 進んだ機能 > EMCC > EMCC
機能 設定。

●

ディスプレイが、これらの特徴パラメータを設定する EMCC 機能 コンフィギュレーション
ウィンドウでは: EMCC ログイン デバイスのためのデフォルト TFTPサーバ、EMCC
Geolocation フィルタ、リモート クラスタ アップデートのための既定のサーバー。

●

注: 各特徴パラメータはそのドロップダウン リスト ボックスで各特徴パラメータの関連そ
れらを選択できる前に前もって設定する必要があります。

注: 他の EMCC 特徴パラメータのデフォルト値を維持できますまたは必要に応じて変更でき
ます。



16.Configure SIP トランク

設定 EMCC のための 1-2 のゾーン間の SIP トランク。●

注: PSTN 両方アクセスおよび RSVP Agent サービスのための 1 トランクを設定することが
できます（ステップ各サービスのための 17）か 1 トランクで。 2 つ以下の EMCC SIP トラ
ンクを必要としません。

CUCM 管理では、Device > Trunk の順に選択 して下さい。●

[Add New] をクリックします。●

これらの設定を規定 して下さい: トランクタイプ: SIP トランク、トランク サービス タイプ:
エクステンションモビリティ クロス クラスタ

●

[Next] をクリックします。●

ディスプレイが、デバイス情報 ペインの設定を規定 する トランク の 設定 ウィンドウでは。
これらの値は値の例を表示します。 [Name]： EMCC-ICT-SIP-Trunk-1 およびデバイス プー
ル: デフォルト

●

SIP 情報 ペインでは、これらの設定例を規定 して下さい: SIP トランク セキュリティプロフ
ァイル: 非セキュア SIP トランク プロファイルおよび SIP プロファイル: 標準 SIP プロファ
イル

●

Geolocation 設定 ペインでは、この設定を規定 して下さい: Geolocation 情報を送信 して下さ
い: このチェックボックスをチェックして下さい。

●

EMCC のためのゾーン間の SIP トランクを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい
。

●



17. サービス プロファイルを設定して下さい

EMCC ゾーン間のサービス プロファイルを設定して下さい:●

CUCM 管理で、先発機能 > EMCC > EMCC ゾーン間のサービス プロファイルを選択して下
さい。

●

EMCC ペインのアクティブなチェックボックスをチェックして下さい。●

PSTN アクセス ペインのアクティブなチェックボックスをチェックして下さい。●

PSTN アクセス SIP トランク ドロップダウン リスト ボックスで、ステップ 16 で設定した
SIP トランクを選択して下さい。

●

RSVP Agent ペインのアクティブなチェックボックスをチェックして下さい。●

RSVP Agent SIP トランク ドロップダウン リスト ボックスで、ステップ 16 で設定した別の
SIP トランクを選択して下さい。

●

設定を検証するために検証しますクリックして下さい。●

ポップアップウィンドウの障害メッセージ ディスプレイが、『SAVE』 をクリック しなけれ
ば。

●



18.Configure リモート クラスタ サービス

設定 EMCC リモート クラスタ サービス:●

CUCM Administration へのナビゲートは > > リモート クラスタ特色になります。●

[Add New] をクリックします。●

ディスプレイが、これらの設定を行うリモート Cluster Configuration ウィンドウ: クラスタ
ID: このクラスタ ID が他のクラスタおよび完全修飾名のクラスタ ID のエンタープライズ パ
ラメータ値と一致するようにして下さい: リモート クラスタのあらゆるノードに解決できる
ドメイン名またはリモート クラスタの IP アドレスを使用して下さい。

●



注: TFTP は EMCC でプロキシ TFTP として計画的にサポートされませんディセーブルにさ
れます。 Cisco Unified Communications Manager のための機能 コンフィギュレーション ガ
イドの設定リモート クラスタ サービス セクションは次を示します:

エクステンションモビリティ クロス クラスタに関しては、TFTP チェックボックスは無効
常にであるはずです。

19.Configure サービス Paramter

設定 サービスパラメータ:●

CUCM >System > サービスパラメータへのナビゲート。●

サーバ ドロップダウン リスト ボックスから、サーバを選択して下さい。●

サービス ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco エクステンションモビリティ サービ
スを選択して下さい。

●

ウィンドウの上で Advanced ボタンをクリックして下さい。●

必要に応じて、Clusterwide パラメータ（すべてのサーバに適用するパラメータ）ペインのこ
れらのサービスパラメータを設定して下さい: クラスタ内部最大ログイン時間および EMCC
はプロキシを可能にします: この値 asTrue を設定 して下さい。

●

EMCC に関する注は、コール ログ常にクリアされます。●

EMCC に関する注は、複数のログオン常に許可されます。●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html


確認

Device > Phone へのナビゲートはこのイメージに示すように >、確認します。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

EMCC を設定している間既知の障害



10.5.2.13900-2 からの CSCuy43181 エラー バルク証明書インポート、か下位バージョンへのよ
り高い。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy43181
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