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概要

この資料にデバイス モビリティ 機能を設定し解決する方法を記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

Cisco CallManagerサービスと同じサーバの Cisco データベース レイヤ モニタ サービスが実
行中。

●

クラスタの少なくとも 1 サーバの Cisco TFTP サービスが実行中。●

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基づいた on Cisco Unfied Cummunication マネージャ
（CUCM）バージョンです: 11.5.1.12018-1

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

Ciscoデバイス モビリティは CUCM が電話はホーム位置またはローミング 位置にあるかどうか
判別するようにする機能です。 それはまたデバイス IP サブネットを電話の正確な位置を判別す
るのに使用します。 クラスタ内のデバイス モビリティを有効に することによって、モバイルユ



ーザは 1 つのサイトから別のものにローミングし、サイト別の設定を得ることができます。
 CUCM は呼ルーティングのためにそれからこれらの動的に割り当てられた設定を、コーデック
セクション、メディア リソース選択、等使用します。  

動的に再構成されたロケーション設定は音声クオリティおよび資源の割り振りが新しい電話のロ
ケーションのために適切であることを確認します:

•  モバイルユーザが別の位置に移動するとき、コール アドミッション制御（CAC）は適切な帯域
割り当てのビデオおよび音声の質を確認できます。

• モバイルユーザが PSTN コールを作るとき、電話はホームゲートウェイの代りにローカル ゲー
トウェイにアクセスできます。

• モバイルユーザがホーム位置を呼出すとき、CUCM は領域に適切なコーデックを指定できます
。

設定

設定

デバイス モビリティ 機能を設定するために次の手順に従って下さい。

ステップ 1.サービスパラメータ 設定または Phone Configuration ページのデバイス モビリティ
モードを有効に して下さい。

サービスパラメータ 設定

システム > Cisco Unified Communications Manager 管理の下のサービスパラメータへのナ
ビゲート。

1.

サーバから、サーバを選択して下さい Cisco CallManagerサービスを経営している。2.
サービスから、Cisco CallManagerサービスを選択して下さい。 サービスパラメータ 設定は
イメージに示すようにウィンドウを表示する:

3.

デバイス モビリティ モード サービスパラメータを有効に するために、イメージに示すよう
に、『ON』 を選択 して下さい:

4.



Phone Configuration ページ

CUCM の下の Device > Phone へのナビゲート。1.
あなたが付いているデバイスを発見し、デバイス モビリティ 機能のために設定するために
選択して下さい。

2.

デバイス モビリティ モードから、デバイス モビリティを有効に するために『ON』 を選択
して下さい電話はデバイス モビリティ モード サービスパラメータからの設定を使用するよ
うにするデフォルト ディセーブルにするために『OFF』 を選択 して下さいかデバイス モビ
リティを。

3.

ステップ 2.デバイス モビリティグループを設定して下さい。

イメージに示すように System > Device モビリティ > デバイス モビリティグループに、ナ
ビゲート して下さい:

1.

イメージに示すように、名前および記述を『Add New』 をクリック し、入力して下さい。2.



データベースにデバイス モビリティグループ 情報を保存するために『SAVE』 をクリック
して下さい。

3.

ステップ 3.物理的な位置を設定して下さい。

システム > 物理的な位置へのナビゲート。1.

イメージに示すように、『Add New』 をクリック して下さい2.

名前および説明を入力して下さい。3.

データベースの物理的な位置 情報を保存するために、『SAVE』 をクリック して下さい。4.

注: ここに物理的な位置は lable 単にですが、ローミング デバイス プールを選択するために
重要なロールを担います。

このイメージは出力例を示します:



ステップ 4： デバイス プールを設定して下さい。

System > Device プールへのナビゲート。1.
/既存のデバイス プールを選択するか、または新しいデバイス プールを作成見つけるために
できます。

2.

新しいデバイス プールを作成するために『Add New』 をクリック して下さい。3.
これは既存のデバイス プールを設定するか、またはアップデートする間、考慮するべきキ
ー ファクタです:

4.

物理的な位置●

デバイス モビリティグループ●

デバイス モビリティ Calling Search Space●

このイメージは出力されるサンプル ラボを示します:

ステップ 5.デバイス モビリティ 情報の設定

イメージに示すように System > Device モビリティ > デバイス モビリティ 情報へのナビゲ
ート、:

1.



『Add New』 をクリック して下さい-名前-サブネット2.
      [Name]： 欲求名前を保存でき、それは Mandatory フィールドです。

      サブネット: ここに意味しますサブネット マスクの開始アドレスをサブネット化して下さい。

      サブネット マスク（ビット サイズ）: これはネットワーク サブネット マスクと同じです。

注: サブネット マスク CUCM promptthe エラーメッセージに repect との不正確な IP を
enetered。

      選択されたデバイス プール: デバイス プールを保存できますホーム デバイス プール 設定を
無効にする。

このイメージは出力されるサンプル ラボを示します:

デバイス モビリティ 機能をはたらかせるために下記の重要なキーのメモを作って下さい。



         

デバイスは DN 「行 CSS」の代りに「デバイス CSS」を使用する必要があります。●

1 つのデバイス モビリティグループだけ設定しなければなりません。●

物理的な位置●

デバイス モビリティ 情報●

ローミング CSS ローミング デバイスを求めることを割り当てるため。●

確認

デバイス モビリティをはたらかせるためにすべての設定を一度確認して下さい。1.
Phone Configuration ページでは、Device > Phone に > 発見し、デバイスを『View』 をク
リック します現在のデバイス モビリティ設定をナビゲート して下さい。 それから正しいロ
ーミング デバイス プールがデバイス モビリティ 情報（IPアドレス範囲）によって選択した
かどうか確認して下さい。

2.

トラブルシューティング

シナリオ： IP Phone はデフォルトのデバイスプールにあります。

要件： 別の位置の電話移動は 10.106.99.23X の範囲で IP アドレスを得、とき、ローミング デバ
イス プールとして previledge を呼出している HQ デバイス プールを選択し、ローカルを必要と
しなければなりません。

ソリューション： ここに belows に焦点を合わせる必要があります:

ステップ 1： 最初にかどうかデバイスのデバイス モビリティ 機能 イネーブル チェックして下さ
い。



呼び出します。 ビュー Phone Configuration ページからの現在のデバイス モビリティ設定をチェ
ックして下さい。

上記の出力によって選択されなかったローミング デバイス プールに会う可能性があります。

ステップ 3 正しく設定されるデバイス モビリティ デバイス モビリティ 情報と関連付けられる情
報（IPアドレス範囲）およびデバイス プールをチェックして下さい。

ステップ 4 正しく設定されるローミング デバイス プール（ここに HQ）をチェックして下さい。



上記の出力によって、物理的な位置が選択されなかったどれもおよびそれ故にローミング デバイ
ス プールに設定 されなかったことを見るかもしれません。

以下の事項に注意して下さい:、デバイス モビリティ 機能を使用するために confirme 物理的な位
置、デバイス モビリティグループ、正しく設定されるデバイス モビリティ 情報なります。

ステップ 5. HQ デバイス プールの物理的な位置のための設定をアップデートし、Phone
Configuration ページからのビュー現在のデバイス モビリティ設定をチェックして下さい。

ステップ 6.ローミング デバイス プール 設定の CSS を同様に確認して下さい:



ステップ 7 電話 configuraion ページからのビュー現在のデバイス モビリティ設定をチェックして
下さい。
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