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概要

この資料は方法について Location 伝達との複数のクラスタ配備を渡る Geolocation を伸ばすあり
ます。 クラスタの間ではたらく非公開ユーザ グループ （CUG）を得る方法のこの新しい情報を
利用しておよび最低限の設定によって調整されなかったクラスタ調整される。 また規定するルー
ルに付着する方法を確認します。

Geolocation と関連付けられる用語

地理位置情報

定義上では、GeoLocation が物理的 な 各地の説明現在 存在 する何かである。 CUCM では、
geolocation はクラスタおよびサイトを渡るエンタープライズを渡る意味を、する可能性がある
IP Phone、SIP トランク、内側クラスタ トランク（ICT）ゲートウェイ等のようなデバイスに位
置 詳細を割り当てます。

RFC 4119 は 17 の市民 Location 要素を規定 し、UCM 論理的な配分機能は管理 コンフィギュレ
ーションからのこの 17 のフィールド/要素のマニュアル設定を設定しました。 17 のフィールド
をすべて記入することを推奨しました。 フィールドは論理的および短い指名する必要があります
。

地理位置情報フィルタ

Geolocation フィルタは論理的な配分機能のためのポリシーを一致するのに使用することができ
る Geolocation ストリングを組み立てるために Geolocation のある特定のフィールドを選択する
ルールです。 すなわちそれはポリシーが設定する必要がある geolocation フィールドのセットを
与えます

Geolocation 識別子

識別子である識別子は Geolocation、フィルタ及びデバイスの種類の組み合せから組み立てまし
た。 LP およびコールに対して比較するのにこの識別子が割り当てられるか、または否定されま
した使用されています

Geolocation デバイス Geolocation ∩ Geolocation フィルタ + デバイスの種類 = 識別子

i.e. CUCM の SIP トランクはように論理的に表すことができます

Border:Country:IN:A1:KAR:A2:BAN 



Geolocation ポリシー レコード（GLP）

ポリシーは Geolocations の間で Geolocations に普通設定される 17 のフィールドがすべてあり、
可能性のある クラスタの各 UCM デバイスのためにユニークであるので、直接設定されません。
このように、Geolocations 間のポリシーを管理者のための多くのオーバーヘッドであるかもしれ
ないです Geolocations のある特定の番号設定して下さい。 

ポリシーを作る目的で Geolocation のフィールドのための必要なデータを持っているレコードを
組み立てる Admin 必要。 このため、設定は geolocation フィールドを示すドロップダウンから『
Data』 を選択 するためにプロビジョニングするを提供します。

これらのレコードは GeolocationPolicy （GLP）レコードと呼ばれます。

注: GeolocationPolicy レコードはそれのデータがフィルターで選択されるフィールドと一致
するように作る必要があります。 フィールドの階層は重要であり、フィールドは始まりか
中央で抜けているべきではありませんでしたりついに抜けていることができます。

特定の IF フィールドはポリシーにフィルタリングするために、端からの探索アルゴリズム スト
リップ フィールドないし、ポリシーの可能性のあるマッチを探します。  

例： フィールド C を選択する場合、A6 が両方に CUCM 無視するそれをあるのにだけ 1 つの LP
のための A1 に、A2、A6 および別の LP は C が、A1、A6 そして LP が C を奪取 するこの 2 間
の CUCM、A1 ありますただ。

Location 伝達

1 人の SIP ユーザ エージェントからの SIP を使用して別のエンティティへの GeoLocation の
伝達は Location Conveyance と呼ばれます。

●

LP 必要条件をサポートするために、UCM の実装はその上に PIDF-LO のデバイス タイプ情
報を伝えます。 これは SIP 拡張 draft-ietf-simple-prescaps-ext-08 の仕様によってユーザ エー
ジェント機能プレゼンス ステータスに、基づいています。 

●



UCM の SIP トランクはこれらの仕様によって位置伝達をサポートします。●

ICT が SIP と互換性がある機能であるようにするためにトランキングし、また同じ機能を、
ICT/H225 トランク サポートします PIDF-LO を使用してクラスタを渡る位置伝達を許可して
下さい。 

●

UCM は呼び出し確立でローカルな情報の伝達をサポートします、また参加の接続されたパー
ティで変更すること midcall が原因で位置変更はリダイレクト加入し。  

●

CUCM クラスタを渡る実装する Geolocation

前提: なぜ必要としたか geolocation の基本的な知識を持てば。 

この資料に関しては、2 つの CUCM クラスタを使用しました。 1 クラスタは米国および他に常駐
にインドに常駐するクラスタ仮定されます。 デモンストレーションの為に CUCM バージョン
11.5 および 10.5 を使用しています。 クラスタ間の SIP トランクがあります。 ダイヤル プラン
は内部 コールだけ CSS を使用してクラスタおよびパーティション両方からのこの ICT/SIP トラ
ンクで許可されることそのような物設定されます。 ダイヤル プランは CSS およびパーティショ
ンを使用して PSTN コールをするのに PSTN コールへの VOIP がローカル ゲートウェイを使用
することそのような物設定されました。

インド クラスタは論理的なパーティション有効に された/わかっているクラスタです。 USA クラ
スタは論理的なパーティション無効に された/気づいていないクラスタです。 Geolocation および
Geolocation フィルタは両方のクラスタのすべてのデバイスを設定および適用されます。 ここで
は、インド クラスタだけの論理的なパーティションを設定して下さい、どの geolocation が同様
に有効に なり、米国クラスタの論理的なパーティションを設定するか以降は制限見つけられた原
因です。  

インド VOIP 拡張: 7XXX （7001、7002）

USA VOIP 拡張:  5XXX （5005）

PSTN 拡張: 1XXX （1005）

これは Geolocation 識別とのイメージです。



背景説明

インド側で、TRAI 規則は適用します。 簡単な言葉でローカル PSTN コールと非ローカルな
VOIPコールを混合しないで下さい。 非公開ユーザ グループ （CUG） コールは同じエンタープ
ライズ ネットワーク内のすなわち VOIPコールを割り当てられます与えられます。

別の地理的上の位置で多重 CUCM がクラスタ化するおよびあるときそれらの 1 つはそれから調
整された目標ありますです

TRAI か規定するルールによって従って下さい1.
CUG 作業を持って下さい 2.

理論

SendGeolocation データが両方のクラスタの ICT および SIP トランクでチェックされると同時に
CUG 作業を得るために、他のクラスタに位置伝達が論理的な配分ポリシー施行すなわち
geolocation 情報を伸ばすのに送信 されます使用されています。 このデバイスのおよびそれと共
に Geolocation 情報を送信 し、受け取る有効またデバイスが内部またはボーダーであるかどうか
確認することを得ます。

コールの初期セットアップに関しては、IP Phone A および ICT 間の通信が許可されることポリシ
ーをそのような物必要とします。 SIP がデスティネーションデバイス B を発見するおよび一度こ
のデバイスが鳴ったり及びコールに応答したら他のクラスタに送信 されれば誘えば、デバイス B
の geolocation ヒントは SIP INVITE/UPDATE メッセージを通したクラスタの発生に送信 されま
す。 発生クラスタがローカル SIP トランク Geolocation 設定を無効にし、受け取った
geolocation とこれを取り替える INVITE/UPDATE メッセージの有効な geolocation ヒントを受け
取れば。

この新しい geolocation 情報を利用して、VOIP を VOIPコールに許可し、別のクラスタのデバイ
スに隣接するために手を差し伸べるクラスタからの VOIPコールを否定するために論理的なパー
ティション ポリシーを設定してもらうことができます。



注: このシナリオでは、すべてのクラスタはすべてのデバイス プールに設定および適用され
る Geolocations および Geolocation フィルタがなければなりません。 クラスター間コール
はその参加要素が内部かボーダーとみなされるかどうか geolocation データが含まれ。
Geolocation データがクラスター間コールで受け取られなければ Geolocation および
Geolocation フィルタはトランクの設定のまたは受継がれるトランクのデバイス プールから
代りに使用されます。

設計

Geolocation および論理的なパーティションを設計するために、約考えて下さい

コールを受信するコールおよびデバイスを配置するデバイスの物理的 な インポートを識別す
る方法か。

●

どの geolocation/物理的 な インポートが適切なのコール制限がなければならないか間の情報
を収集して下さい。

●

選択された場合、コールを許可するか、または否定するためにフィールドがデシジョンを奪
取かどうかできる 17 のフィールドから。 

●

Geolocation フィールドでは A1 から郵便番号まで A6 に行く 17 のフィールドがあります。 A1
で一杯になるためにそれはのようマップに急上昇することです。 、より正確にこの geolocation
が割り当てられるデバイスの位置ことができます正確に示す置いたらより多くの詳細が。 考慮す
るべき事柄はフィールド geolocation のすべてのフィールドから有効で論理的なパーティション
デシジョンを作れる CUCM に現在のデバイスのペアがもし、あります。

論理的なパーティション ポリシーが設定されるとき、デバイスが置くときコールは CUCM およ
びデスティネーションデバイスに一組の geolocation 識別を受信する CUCM に一組の
geolocation 識別を示すコールを示すこと一組の geolocation フィールドを選択するオプションが
選択しますそれらの geolocation フィールドをそのような物あります。 これらのフィールドがあ
らかじめ定義された論理的なパーティション ポリシーを一致するそれはコールに制限を適用こと
はできます。

例： デバイス A が持っていれば Geolocation ヒントに A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 およびデバ
イス B は Geolocation A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1 があります。 geolocation ポリシー 1 をその
ような物こと A=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 作成して下さい。 ポリシーを 2
A=IN,A2=MUM,NAM=BAN1 作成して下さい。 デバイスの間でことを一致ポリシー 1 および 2.認
めるか、または否定しなければなりません。

コールがおよびなされれば発生デバイスは Geolocation ヒント A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 そし
て CUCM をポリシー 1 が選択することができることを確認してもらいます。 デスティネーショ
ンデバイスがまた Geolocation ヒント A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1 そして CUCM を確認しても
らえばポリシー 1 および 2.間の論理的なパーティション リレーションシップに完全なマッチです
。

注: コールがなされるとき最初のイテレーションで論理的なパーティション ポリシーを一致
してもらうように選り抜き geolocation フィルタ フィールドにおよび論理的なパーティショ
ン Policy フィールドに geolocation フィルタ フィールドのサブセットであるために選択さ
れ、一致する同じフィールドか論理的なパーティション Policy フィールドがあることを推
奨します。 コールがなされているとき完全な一致のために試みる必要があります。

CUCM の設定



インド クラスタ設定はこれらの部品に分けることができます:

設定 Geolocation

このケースに関しては、3 つ Geolocations は作成されます。

インドのデバイスに関しては: India_GL●

ICT の SIP トランクに関しては: India_ICT_GL●

米国のデバイスに関しては: US_GL●

注: インド クラスタでは、Empty_GL は設定され、これはデフォルト geolocation として与
えられます。 これはそしてデバイス プールを通してあらゆるデバイスに geolocation を追
加することを忘れていればあらゆるボーダー デバイスにコールを否定するのにこの
geolocation が使用されているようにされます。

このイメージは India_GL 設定を示します。

このイメージは India_ICT_GL 設定を示します。



このイメージは US_GL 設定を示します。



イメージに示すように、geolocation フィルタのために、国は、A1、A2、NAM フィールド使用さ
れます。



イネーブル Geolocation

エンタープライズ パラメータの論理的な配分を有効に して下さい、否定するためにデフォルトポ
リシーを設定 して下さい Empty_GL としてデフォルト Geolocation を適用して下さい。



デバイスに Geolocation を割り当てて下さい

IP Phone のための CUCM デバイス プールで India_GL を割り当てて下さい。●

ICT SIP トランクで India_ICT_GL を割り当て、geolocation 情報を送信 するためにチェック
して下さい。

●

これがされたら、UC クラスタに進んで下さい。 米国 geolocation ポリシーを作成し、米国クラ
スタのデバイスによってこれを関連付ける必要があります。  SIP トランクでチェックされる送信
 Geolocation 情報チェックボックスか米国とインド間の ICT がクラスタ化するようにして下さい
。 

米国クラスタの設定がされた後、インド クラスタに戻って移動して下さい。



論理的なパーティション ポリシーを設定して下さい

3 つの論理的なポリシーは作成されます。

ICT ポリシー: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT●

インド ポリシー: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

米国ポリシー: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

論理的なパーティション ポリシー間の設定リレーションシップ

論理的なパーティションが設定されたら、2 つのポリシー間のリレーションシップを読み込んで
下さい。

ICT 論理的なポリシー

他のポリシー 表とのデバイスの種類、ポリシーおよびリレーションシップ。

デバイス
タイプ ポリシー デバイス

タイプ ポリシー 結果

ボーダー Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT
ポリシー） ボーダー Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT ポ

リシー） 割り当て

ボーダー Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT
ポリシー） 内部 Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14(India

ポリシー） 割り当て

内部 IP 電話は米国側からデバイスのアップデートを受け取る従って
Interior:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14 （インドの IP フォン）に割り当てとし
て Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT （ICT SIP トランク）がある前に ICT に
手を差し伸べるために必要です。

●

必要が割り当てられるように ICT への ICT 従って呼出せば米国にヘアピンをコールそして必
要とすれば割り当てとしてリレーションシップ
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT への
 Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT があります。

●



インド論理的なポリシー

他のポリシー 表とのデバイスの種類、ポリシーおよびリレーションシップ。

デバイス
タイプ

ポリシー デバイス
タイプ

ポリシー 結果

内部 Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India ポリシー）

ボーダー Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India ポリシー）

割り
当て

この設定によって、インド クラスタだけで設定される論理的なパーティションがあり、米国とイ
ンド クラスタ間の位置伝達があります。 PSTN との混合からの米国とインド クラスタ間のコー
ルをブロックし、CUG 作業を得られますはずです。 少数のコールによってこの構成をテストし
て下さい。

シナリオ

インドの IP Phone は米国の IP Phone を呼出します。●

インドの IP Phone は PSTN ユーザに米国の IP Phone を、インド IP Phone 転送コール呼出
します。

●

インドの IP Phone は米国の IP Phone を、インド IP Phone 会議 PSTN ユーザ呼出します。●



インドの IP Phone は PSTN ユーザに米国の IP Phone を、米国 Ext 転送しますこれを呼出し
ます。

●

インドの IP Phone は米国の IP Phone を、米国 Ext 会議 PSTN ユーザ呼出します。●

シナリオ 1： インドの IP Phone は米国の IP Phone を呼出します

予期された動作: コールを許可して下さい

観測 された 挙動: コールは許可されます

インド IP Phone Ext 7001 は私達に Ext 5005 と問い合わせます。

SIP トランク梯子ダイアグラムはここにあります

2 人の部にコールを分割できます。

米国クラスタから geolocation 情報を得た前に。●

米国クラスタから geolocation 情報を得た後。●

良い最初 200 がおよびあることを注意すれば最初の SIP のための ACK は誘います。 米国クラス
タから得た 200 OK でよく見れば、RTP ポートがダミーのポートすなわち 4000 であることが注
意されます



SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.137:5060;branch=z9hG4bK68935124bc7a

From: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

To: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:52:55 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

CSeq: 101 INVITE

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

Allow-Events: presence, kpml

Supported: replaces

Server: Cisco-CUCM10.5

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uas

Require:  timer

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=called;screen=yes;privacy=off

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135;user=phone>;party=x-cisco-original-called;privacy=off

Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 340

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 1 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 4000 RTP/AVP 9 0 8 116 3 18

a=rtpmap:9 G722/8000

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:8 PCMA/8000

a=rtpmap:116 iLBC/8000

a=maxptime:60

a=fmtp:116 mode=20

a=rtpmap:3 GSM/8000

a=rtpmap:18 G729/8000

a=sendonly

RTP はまだフローし始めませんでした。 ACK が 1 つのより多くの SIP がこれでおよび誘うのを
見た後あなた自身に送信される Geolocation ヒントがあります。

INVITE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bK11f6de9436

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:53:00 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

Supported: timer,resource-priority,replaces

Cisco-Guid: 0367053568-0000065536-0000000033-2304862730

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 101 INVITE

Max-Forwards: 70

Expires: 180

Allow-Events: presence, kpml

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:5005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off



Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: multipart/mixed;boundary=uniqueBoundary

Mime-Version: 1.0

Content-Length: 1219

--uniqueBoundary

Content-Type: application/sdp

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 2 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 25344 RTP/AVP 9

a=ptime:30

a=rtpmap:9 G722/8000

--uniqueBoundary

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: <5005@10.106.97.135>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>false</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-17T19:53:00Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-16T19:53:00Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

--uniqueBoundary--

これでは、見ます米国 IP Phone が使用する RTP ポート番号を誘って下さい。 これがゲートウェ
イでしたりインド クラスタに送信 されますかどうか IP Phone の Geolocation ヒントおよびヒン
トは。 Geolocation この新しいヒントによってコールがべきである許可されるか、または否定さ
れるかどうか見るために、もう一度論理的なパーティションはインド クラスタで一致します。 こ
れらが内部コールに内部であるので、論理的なパーティションは適用しないし、コールは許可さ
れます

シナリオ 2： インドの IP Phone は PSTN ユーザに米国の IP Phone を、インド IP
Phone 転送コール呼出します

予期された動作: コールを否定して下さい



観測 された 挙動: コールは否定されます

インド IP Phone Ext 7001 は私達に Ext 5005 と、ヒット転送ソフトキー 初めて、ダイヤル
PSTN 第 1005、『Transfer』 を押します キーを問い合わせますが、何も起こりません。

CUCM トレースでは、見ます。

01192372.012 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Border], devtypeB[Interior]

01192372.013 |01:51:49.984 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01192372.014 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01192372.015 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01192372.074 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01192372.075 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01192372.076 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - LPPolicy Result [9]

01192372.077 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -incLogicalPPerfmon, perfMon[0]

01192372.078 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - handleTransferErrorPreStart, ERROR fid=[4],

Retaining Calls, xferring[1, 18365238], xferred[1, 18365239]. infoCause=53, clearCause=63

01192668.001 |01:51:56.765 |AppInfo  |StationD:    (0000019) DisplayNotify timeOutValue=10

notify='a' content='External Transfer Restricted' ver=8560000c.

インド クラスタ パーティで、A は PSTN デバイスすなわちボーダー要素に行っています。 イン
ド ボーダーと米国内部間の許可を設定 しません でした従って否定するために設定 される デフォ
ルトポリシーを使用し、コールはブロックされます。

シナリオ 3： インドの IP Phone は米国の IP Phone を、インド IP Phone 会議
PSTN ユーザ呼出します

予期された動作: コールを否定して下さい

観測 された 挙動: コールは否定されます

インド IP Phone Ext 7001 はイメージに示すように私達に Ext 5005 と、インド IP Phone Ext
7001 最初に『confrn』 をクリック します ソフトキーを、ダイヤル PSTN 第 1005、『confrn』
をクリック します ソフトキーを、問い合わせます。 ただし会議が利用できないことを、見ます
。



CUCM ログでは、これを見ます:

01213687.146 |02:00:35.806 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01213687.147 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01213687.148 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01213687.207 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01213687.208 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01213687.209 |02:00:35.806 |AppInfo  |Conference:

processGeoLocationResultListForConfRequest:ci=18365306,status=9

インド クラスタ パーティで、A は PSTN デバイスすなわちボーダー要素に行っています。 イン
ド ボーダーと米国内部間の許可を設定 しません でした従って否定するために設定 される コール
はブロックされますデフォルトポリシーを使用し。

シナリオ 4： インドの IP Phone は PSTN ユーザに米国の IP Phone を、米国 Ext
転送しますこれを呼出します

予期された動作: コールを否定して下さい

観測 された 挙動: コールは否定されます

インド IP Phone Ext 7001 は米国 IP Phone Ext 5005 を、米国 IP Phone Ext 5005 『Transfer』
をクリック します ソフトキー 初めてを、ダイヤル PSTN 第 1005、再度『Transfer』 をクリック
します キーを呼出します。



米国拡張が PSTN にコールを転送するとき、米国クラスタからアップデートを受け取ります。

UPDATE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bKbe39bb25ad

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=6376~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364784

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=9968~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365199

Date: Wed, 13 Mar 2019 10:57:03 GMT

Call-ID: b6619180-c881e1f8-26cd-89616a0a@10.106.97.137

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Max-Forwards: 70

Supported: timer,resource-priority,replaces

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 103 UPDATE

Call-Info: <urn:x-cisco-remotecc:callinfo>;x-cisco-video-traffic-class=MIXED

Supported: X-cisco-srtp-fallback



Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:1005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:1005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:1005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off

Contact: <sip:1005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: 1005@10.106.97.135

Content-Length: 872

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>true</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-14T10:57:14Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-13T10:57:14Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

アップデートでは、相互に作用しているデバイスがボーダー要素であることがわかります。 この
ヒントによって、インド側の CUCM は今もう一度このコールの論理的なパーティションを加え、
結果は拒否コールです。

CUCM ログでは、これを見ます:

00443670.032 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Interior], devtypeB[Border]

00443670.033 |16:27:14.830 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Interior],

devTypeB[Border]

00443670.034 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

00443670.035 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

00443670.064 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

00443670.065 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

このときパーティ B は米国からのすなわちデバイス ボーダー要素に内部 updatedfrom です。 デ
フォルトポリシーは一致し、インド クラスタのデフォルトポリシーは拒否です。



シナリオ 5： インドの IP Phone は米国の IP Phone を、米国 Ext 会議 PSTN ユー
ザ呼出します

予期された動作: コールを否定して下さい

観測 された 挙動: コールは許可されます

コールがはたらくによってインド クラスタで設定される論理的なパーティションによって米国で
開始される電話会議をブロックできない Location 伝達とのこの最後のシナリオ、ちょうど。 こ
れはこの設定の制限です。 この制限を克服するために、それから UC クラスタの論理的なパーテ
ィションを同様に設定しなければなりません。

構成の次の セクションは米国クラスタ側でされなければなりません。

米国クラスタ設定

米国クラスタ設定はこれらの部品に分けることができます。

Geolocation の設定●

Geolocation を有効に すること●

デバイスに Geolocation を割り当てる方法●

論理的なパーティション ポリシーの設定●

論理的なパーティション ポリシー間のリレーションシップの設定●

設定 Geolocation

このケースに関しては、3 つ Geolocations は作成されます。

インドのデバイスに関しては: India_GL●

ICT の SIP トランクに関しては: US_ICT_GL●

米国のデバイスに関しては: US_GL●

このイメージは US_GL 設定を示します。



このイメージは US_ICT_GL 設定を示します。



このイメージは India_GL 設定を示します。

フィルタに関しては、国 A1 は、A2、イメージに示すように NAM フィールド、使用されます。



イネーブル Geolocation

割り当てとしてエンタープライズ パラメータの論理的なパーティションを、デフォルトポリシー
有効に して下さい。



デバイスに Geolocation を割り当てて下さい

注: 今では geolocation US_GL で既に米国 IP Phone のデバイス プールを設定しよう。

米国クラスタの ICT SIP トランクに US_ICT_GL を割り当てて下さい。 

論理的なパーティション ポリシーを設定して下さい

2 つの論理的なポリシーは米国クラスタで作成されます。

インド ポリシー:  Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

米国ポリシー: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

米国論理的なポリシー

他のポリシー 表とのデバイスの種類、ポリシーおよびリレーションシップ。

デバイス
タイプ

ポリシー デバイス
タイプ

ポリシー 結果



ボーダー Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM
=BGL1(US ポリシー）

内部 Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=B
GL14(India ポリシー）

拒否

この構成はインドの IP Phone の例米国の IP Phone を、米国 IP Phone 会議呼出します PSTN ユ
ーザが今ブロックされる。

インド IP Phone の会議米国 PSTN ユーザに試みるとき米国 IP Phone のこのエラーメッセージが
表示されます。

Geolocation が米国クラスタで設定されたら、シナリオ 2 および 4 のための動作は同じです。 イ
ンド クラスタはコールの拒否自体が米国側に対する実施される論理的なパーティションによる米
国クラスタで起こるので米国クラスタからの SIP UPDATE/INVITE を待つ必要がありません。 

これによって、インドと米国クラスタの間ではたらく CUG があるおよび別のクラスタの PSTN
コールによって 1 クラスタの VOIPコールを混合しないようにする必要があります。



未来に拡大して下さい 

エンタープライズ ネットワークに新しいクラスタを追加する方法

追加するべき 2 つの新しいクラスタがあることを拡大し、新しいクラスタを取り扱うために、仮
定して下さい。 UK クラスタおよびフランス クラスタ。

既存のセットアップの構成の点では、これらを追加します

インド側

ちょうどインド クラスタの UK Geolocation およびフランス Geolocation を追加する必要が
あります。

●

UK およびフランスに行く SIP トランクに ICT Geolocation を割り当てて下さい。●

送信 Geolocation 情報チェックボックスが SIP トランクか ICT でチェックされるようにして
下さい。

●

UK クラスタ

同じで UK、ICT およびインドのための Geolocation をフィルタリングします他のクラスタと
して作成して下さい（米国クラスタ構成と同じような）。

●

割り当てとしてデフォルトポリシーを保存して下さい。●

送信 Geolocation 情報チェックボックスが SIP トランクか ICT でチェックされるようにして
下さい。

●

ICT として SIP trunk/ICT に Geolocation および Geolocation フィルタを割り当てて下さい。●

2 論理的なポリシー UK ポリシーおよびインド ポリシーを作成して下さい。●

UK ポリシーで拒否としてインド内部への UK ボーダー間の論理的なパーティション リレー
ションシップを設定して下さい。

●

フランス クラスタ

同じでフランス、ICT およびインドのための Geolocation をフィルタリングします他のクラ
スタとして作成して下さい（米国クラスタ構成と同じような）。

●

割り当てとしてデフォルトポリシーを保存して下さい。●

送信 Geolocation 情報チェックボックスが SIP トランクか ICT でチェックされるようにして
下さい。

●

ICT として SIP trunk/ICT に Geolocation および Geolocation フィルタを割り当てて下さい。●

2 論理的なポリシー、フランス ポリシーおよびインド ポリシーを作成して下さい。●

フランスでは、ポリシーは拒否としてインド内部へのフランス ボーダー間の論理的なパーテ
ィション リレーションシップを設定します。

●

別の郡から新しいクラスタを追加することは上記のステップに従っていました。 これは最低限に
より多くのクラスタを追加する場合設定を保ち、スケーリングできます

すべきこと場合に SME を持ちますか。

SME は geolocation 情報のキャリアとして SME クラスタの論理的な配分に加わらないで機能し
ます。

SIP トランクまたは ICT の Geolocation 情報チェックボックスを送信 するためにチェックし
て下さい。

●



SME の geolocation 構成のための必要無し。●

を探します。

Geolocation すべての構成および論理的な配分はリーフノードだけで行われます。 リーフノード
の設定は ICT 上の 2 つのクラスタ間の geolocation 設定に類似したです。 SME はプロキシとし
て機能すると同時に別のトランクに 1 トランクで受け取る geolocation 情報を単に渡します。  

注: リストは決して徹底的です。 admin がテスト コール公園および Callpick （ローカルお
よび遠隔）なるように、SNR、EM、EMCC、Huntpilot、CTI はクラスタの転送および会議
、アド ホック、Meet-Me電話会議関連付け、テストします。 

制限

会議チェーニング-例えば MeetMe 及びアド ホックな連鎖された会議は通信にあるために否定さ
れる LP 参加要素があるである場合がありましたりしかし防ぐことができません。

推奨事項-サービスパラメータからのディセーブル会議チェーニング。 

CBarge/はしけの稀な場合-接続されたパーティがアクティブな機能に、会議または Meet-Me のよ
うなよるコンファレンスブリッジおよび会議のすべてのデバイスのために許可される geolocation
のアクティブな共有回線デバイス関連のとき、リモート使用共有回線デバイスはコール例 情報を
示します。 この場合、リモート使用電話は拒否された参加要素が会議に加わっても cBarge/はし
け機能を常に行うことができます。 既存のおよび論理的配分否定されたシナリオをチェックして
いる cBarge/はしけの参加要素の場合、論理的な配分ポリシーは防ぐことができません。  

関連情報

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1
_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-
1151su1_chapter_01010001.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1
_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-
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