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概要

この資料は Location 帯域幅 マネージャ（LBM）に関する設定およびアラートを記述したもので
す。

前提条件

要件

Cisco は Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バージョン 11.5 の知識があること
を推奨します。

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 Call Manager （CCM）バージョン 11.5 で
す。

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。



背景説明

LBM サービスはソースの場所から宛先の場所に有効なパスを算出します。 それは有用な機能を
裏で、Unified Communications Manager 呼制御および間のクラスタ内の帯域幅 情報をおよびク
ラスタ複製することからの処理帯域幅要求のような提供します。 設定される見つけることができ
、この機能がサービサビリティ 管理で提供するリアルタイム情報。

  

設定

1. アクティブ化 LBM サービス

Cisco LBM サービスがアクティブになるかどうか確かめて下さい。 新しいシステム インストー
ルに関しては、手動で望ましいノードのサービスを有効に して下さい。 きちんとはたらく拡張
な場所 CAC に関してはこのサービスの 1 つの例は各クラスタで動作する必要があります。

手順

ステップ
1 Cisco Unified サービサビリティから、Tools > Service アクティベーションへのナビゲート。

ステップ
2

サーバ ドロップダウン リストから、サーバを選択し、次にイメージに見られるように『Go』 をク
リック して下さい。

手順 3 もし必要なら、Cisco Location 帯域幅 マネージャ チェックボックスをチェックして下さい。
ステップ
4 [Save] をクリックします。

2. LBM グループを作成して下さい

LBM が同じノードで動作しない場合、LBM グループを設定し、サーバに LBM グループを割り当
てて下さい。 LBM グループはネットワーク遅延およびパフォーマンスを最適化することを可能
にします。 各サーバは LBM サービスと各コールのための利用可能 な 帯域幅を判別し、各コール
の間に帯域幅を控除するために通信する必要があります。

手順

ステップ
1

Cisco Unified CM 管理から、システム > Location 情報 > Location 帯域幅 マネージャ グループへの
ナビゲート。

ステップ
2

次のタスクのいずれかを実行します。
-既存の LBM グループの設定を修正するために、検索 基準を入力し、『Find』 をクリック し、次
に結果リストから既存の LBM グループを選択して下さい。
-新しい LBM グループを追加するために、『Add New』 をクリック して下さい。



手順 3 Location 帯域幅 マネージャ グループ設定 ウィンドウのフィールドを設定して下さい。 フィールド
および設定 オプションに関する詳細についてはオンライン ヘルプを参照して下さい。

ステップ
4 このイメージに見られるように『SAVE』 をクリック して下さい。

3. 場所および Location リンクを設定して下さい

集中呼処理 システムのコール アドミッション制御を設定するために場所を設定して下さい。 位
置はローカル エリア ネットワーク （LAN）を表し、エンドポイントが単に含まれるか、または
Wide Area Network （WAN） ネットワーク模倣のためのリンク間の中継位置として動作できます
。 場所は位置内の、またまたは位置のからの帯域幅 会計を提供します。 リンクは場所間の帯域
幅 会計を提供し、場所を相互接続します。

手順

ステップ
1 Cisco Unified CM 管理から、システム > Location 情報 > Location へのナビゲート。

ステップ
2

これらのタスクを行って下さい:
-既存の位置の設定を修正するために、検索 基準を入力し、『Find』 をクリック し、次に結果リス
トから既存の位置を選択して下さい。
-新しい場所を追加するために、『Add New』 をクリック して下さい。

手順 3 要件によって Location Configuration ウィンドウのフィールドを設定して下さい
ステップ
4 このイメージに示すように『SAVE』 をクリック して下さい。



注: 2 つの場所のための内側可聴周波帯域幅が 1080kbps であるために規定 されたら、そし
て内側領域コーデックが G711ulaw （64kbps）およそなら 16 のコールは同時にアクティブ
である場合もあります（1080/64）。 これを考えると、それに応じてオーディオおよびビデ
オ 帯域幅リレーションシップを設定できます。

4. 内部 Location 帯域幅を割り当てて下さい

無制限帯域幅のデフォルトを使用したいと思わない場合、位置に内部 Location 帯域幅を割り当て
て下さい。 デフォルトで新しい場所を作成するとき、新たに追加された位置からの Hub_None へ
のリンクは無制限可聴周波帯域幅、384 キロビット/秒ビデオ帯域幅および 384 キロビット/秒
immersive ビデオ帯域幅と、同様に追加されます。 ネットワークモデルを一致するためにこの割
当てを調節できます。

注: 音声の質が粗末またはとぎれとぎれである場合、帯域幅設定を下げて下さい。 たとえば
、56 キロビット/秒または 64 キロビット/秒の ISDN 使用倍数のために。

手順

ステップ
1 Cisco Unified CM 管理から、システム > Location 情報 > Location へのナビゲート。

ステップ
2 検索 基準を入力し、『Find』 をクリック し、次に結果リストから位置を選択して下さい。

手順 3 内部 Location 帯域幅フィールドを示すために示します高度クリックして下さい。
ステップ
4

必要であれば、可聴周波帯域幅のためのキロビット/秒 Radio ボタンを選択し、次にテキストボッ
クスで帯域幅の値を入力して下さい。

ステップ5 必要であれば、ビデオ帯域幅のためのキロビット/秒 Radio ボタンを選択し、次にテキストボック
スで帯域幅の値を入力して下さい。

ステップ6 必要であれば、Immersive ビデオ帯域幅のためのキロビット/秒 Radio ボタンを選択し、次にテキ
ストボックスで帯域幅の値を入力して下さい。

ステップ7 このイメージに示すように『SAVE』 をクリック して下さい。



5. 外部コミュニケーションを確立して下さい

リモート クラスタの LBM サーバを見つけるためにハブとして機能する LBM サーバを許可するた
めに LBM ハブ グループを設定して下さい。 このステップはそれらのクラスタが付いている外部
コミュニケーションを確立します。 LBM サービスは LBM ハブ グループがそれに割り当てられる
ときハブになります。 同じが割り当てられるまたはオーバーラップ LBM ハブ グループ他のすべ
ての LBM サーバによって LBM ハブ グループ 確立する通信が割り当てられる LBM サーバ。

手順

ステップ
1

Cisco Unified CM 管理から、システム > Location 情報 > Location 帯域幅 マネージャ（LBM）ゾー
ン間の複製 グループへのナビゲート。

ステップ
2

次のタスクのいずれかを実行します。
- LBM ゾーン間の複製 グループの設定を修正し、検索 基準を入力し、結果リストから『Find』 を
クリック し、既存の LBM ゾーン間の複製 グループを選択するため。
-新しい LBM ゾーン間の複製 グループを追加するために、『Add New』 をクリック して下さい。

手順 3
Location 帯域幅 マネージャ ゾーン間の複製 グループ設定 ウィンドウのフィールドを設定して下さ
い。 フィールドおよび設定 オプションに関する詳細についてはオンライン ヘルプを参照して下さ
い。

ステップ
4 このイメージに示すように『SAVE』 をクリック して下さい。



6. 拡張 な Location コール アドミッション制御のための SIP クラスタ間トランクを
設定して下さい

適切なゾーン間のオペレーションを確立するためにシャドウ 位置に SIP クラスタ間トランク
（ICT）を割り当てて下さい。 特定の位置とデバイスに、SIP ゲートウェイのようなリンクされ
る SIP トランクは通常の場所に、割り当てることができます。 シャドウ 位置は特別な位置です
他の場所へのリンクおよび帯域割り当てが含まれていない。

手順

ステップ
1 Cisco Unified CM 管理から、デバイス > トランクへのナビゲート。

ステップ
2

検索 基準を入力し、『Find』 をクリック し、次に結果リストから既存の SIP クラスタ間トランク
を選択して下さい。

手順 3 Location ドロップダウン リストから、シャドウを選択して下さい。
ステップ
4 [Save] をクリックします。

7. ビデオ コールのための可聴周波プールから可聴周波帯域幅を控除して下さい

ビデオ コールのための別のプールにオーディオおよびビデオ 帯域幅控除を分割したいと思う場合
このプロシージャを使用して下さい。 デフォルトで、システムはビデオ コールのためのビデオ
プールから音声 ストリームおよびビデオ ストリーム両方のための帯域幅の要求を控除します。

注: この機能を有効に するとき、可聴周波帯域幅控除で CAC が IP/UDP ネットワーク オー
バーヘッドに必要な帯域幅が含まれています。 この可聴周波帯域幅控除は IP/UDP ネット
ワーク オーバーヘッド 帯域幅の要求と可聴周波ビットレートに一致します。 ビデオ帯域幅
控除はビデオ ビットレートだけです。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM 管理から、システム > サービスパラメータへのナビゲート。
ステップ 2 サーバ ドロップダウン リストから、パブリッシャ ノードを選択して下さい。
手順 3 サービス ドロップダウン リストから、『Cisco Call Manager』 を選択 して下さい。
ステップ 4 Clusterwide パラメータ（コール アドミッション制御）エリアから、ビデオ コール サービスパラメータのための可聴周波プールからの本当に控除可聴周波帯域幅部分の値を設定 して下さい。
ステップ5 [Save] をクリックします。

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

RTMT アラート

Name : Hub_None->Tampa-MLK

ResourceType : 2

AppID : Cisco Location Bandwidth Manager ClusterID : PUB01-Cluster NodeID : SUB01 TimeStamp :

Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018.

The alarm is generated on Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018



アラート定義:

LocationOutOfResources: このカウンターは場所によるコールが帯域幅の欠如が原因で失敗した
時の総数を表します。

説明： 場所を接続する Location かリンクはオーディオ/ビデオ/immersive 帯域幅を使い果たし、
またはパススルー 位置/リンクそれ故にそれ以上のコールは起きることができません。 コールが
終わり、帯域幅が自由に使えるようになるときリソース状態から高頻度がのコール一時原因でピ
ーク時間の間にありように、それ自体訂正するかもしれません。

推奨処置： オプションの下で位置/リンクに追加帯域幅を追加する Consider:

システム > Location ヒント > Location。

Enum Definitions - ResourceType

Value          Definition

1                 Audio bandwidth out of resource

2                 Video bandwidth out of resource

3                 Immersive bandwidth out of resource

また監視します CLI からのこの例をできます:

show perf query class "Cisco Locations LBM"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthMaximum"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthAvailable"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "CallsInProgress

注: ビデオ帯域幅 1 つのより多くのビデオ コールがこのパスを横断するように、少なくとも
384 キロビット/秒につき増加する必要があります。 それはネットワーク設計サポート程に
高く設定 されるかもしれません。

また同様に監視します RTMT からの例をできます:

設定は RTMT の警告 します

Ref ガイド:   RTMT ガイド

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/213294-configure-custom-alert-in-cisco-real-tim.html 
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/service/10_0_1/rtmt/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100/CUCM_BK_CA30A928_00_cisco-unified-rtmt-administration-100_chapter_0101.html 


エラー メッセージ：

%UC_Location Bandwidth Manager-5-LBMLinkISV:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationId=Enum][RemoteApplic

ationId=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to remote application

restored.

説明： このアラームは LBM がリモート LBM の通信を得たことを示します。 リモート LBM がま
た LBMLinkISV を示す必要があることに注目して下さい。

推奨処置： Informational だけ; 操作が必要となりません。

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationId

Value       Definition

700           LocationBandwidthManager



Enum Definitions - RemoteApplicationId

Value      Definition

700          LocationBandwidthManager

エラー メッセージ：

%UC_Location Bandwidth Manager-1-LBMLinkOOS:

%[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationID=Enum][RemoteNodeID

=UInt][RemoteApplicationID=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to

remote application is out of service.

説明： このアラームはローカル LBM がリモート LBM の通信を切断したことを示します。 この
アラームは通常ノードに行った Out Of Service があることを示します（かどうか計画的にメンテ
ナンスのためにまたはたとえば新しいロードをインストールするため; またはサービス失敗か接続
失敗が無意識に原因で）。

推奨処置： Cisco Unified レポーティング ツールでは、CM クラスタ 概要レポートを送り、すべ
てのサーバがパブリッシャと通信できるかどうか確認して下さい。 また、CallManager か位置 帯
域幅 マネージャ失敗を示し、示された失敗のための適切な行動を奪取 するかもしれないあらゆる
アラームがあるように確認して下さい。 ノードが計画的に奪取 された Out Of Service だった場
合、サービスに再びノードを持って来て下さい。

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationID

Value        Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationID

Value         Definition

700            LocationBandwidthManager

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

更に解決するために RTMT の使用の Call Manager からのこれらのログを必要として下さい:

Call Manager 詳しいレベル トレース●

Location 帯域幅 マネージャ トレース●
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