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はじめに

Cisco Analog Telephone Adaptor（ATA）186 はファックス伝送をパススルーとしてのみサポート
します。 ファックス リレーはサポートできません。 ATA は両ポートとも FAX コールをサポート
しています。 FAX コールが正しく動作するために、Cisco ATA 186 とサポートするゲートウェイ
を正しく設定する必要があります。 シスコのゲートウェイ上でファックス リレーはデフォルトで
オンになっています。 ATA とゲートウェイ間で FAX コールが動作するために、ゲートウェイ上
でファックス リレーを無効にする必要があります。

Cisco ATA 186 は次の 2 つのいずれかの方法でファックスを送信します。

ファックス検出メソッドまたは●

受信（Rx）および送信（Tx）コーデック●

ファックス検出モードでは、Cisco ATA 186 を設定するために LBRC を使用できます。 Rx およ



び Tx コーデック モードは、ファックス トーンを検出するまで音声コールのコーデックをネゴシ
エートします。 ファックス トーンを検出すると、次を実行します。

ファックス トーン検出をオフにする。●

サイレンス サプレッションをオフにする。●

G.711 u-law または G.711 A-law にコーデックを再ネゴシエートする。●

注: ATA で終端されるコールに関してのみファックス トーンを検出できます。 ATA が発信するコ
ールに関しては、ファックスの検出とコーデックの再ネゴシエーションはサポートするゲートウ
ェイにより開始する必要があります。 G.711 ファックス モードでは、Cisco ATA 186 は介入なし
にエンド FAX 装置間で送信される Real-Time Transport Protocol (RTP) パケットを通過します。
ATA 186 は通常の音声コールのようにファックス セッションを処理します。

注: 最大 9600 bps までのファックス転送速度がサポートされます。 ファックス転送速度の詳細に
ついては、ATA 186 上でのファックス パススルー制限を参照してください。 ATA 186 I1/I2 は最
大 14.4 kbps までのファックス レートをサポートできます。

注: ATA 186 は、アナログ モデムのコールではサポートされません。 ドキュメント全体で参照さ
れるモデムはファックス モデムを意味します。

注: Cisco CallManager Express（CME）に接続する ATA のパススルーは、H.323 プロトコルでの
み現在サポートされています。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、上記の要件が満たされていることを確認してください。

H.323 を使用する Cisco ATA 186 バージョン 2.0 以降●

Cisco ATA 186 には IP 接続が必要であり、Web サーバ経由でアクセスできなければなりま
せん。

●

基本設定については、ATA 基本設定を参照してください。●

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 ATA 186 I1/I2 バージョン 2.12●

ファックス モード設定例のゲートウェイとして、Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1 の
Cisco 3640 ゲートウェイ

●

ファックス検出メソッド設定例のゲートウェイとして、Cisco IOS® ソフトウェア リリース
12.1 の Cisco 5300 ゲートウェイ

●

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。

ネットワーク図
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このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

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。

ファックス検出メソッドの設定

Cisco ATA 186 上でのファックス検出メソッドの設定

Web インターフェイスを使用して Cisco ATA 186 を設定するために、Web ブラウザを使用して
http://<ip_address_of_ata>/dev（たとえば、http://172.16.104.117/dev）にアクセスします。

Cisco ATA 186 を設定するには、次のパラメータを設定する必要があります。

音声モード
bit 2 (18)=0 Enable detection of FAX CED (answer) tone and switch to FAX mode

  for the rest of the call if the tone is detected

●

接続モード
bit 7=0/1 to disable/enable fax redundancy

  !--- This must be set based on the !--- configuration of the gateway. 0=disable fax

redundancy; 1=enable fax redundancy bit 8-12=the offset to NSE payload type number 96. The

legal values are between 0 to 23 correspond to dynamic payload types 96 to 119. When using

the ATA 186 for fax with the Cisco Gateway leave this value at default value which is 4 bit

13=0/1 to negotiate G711 u/a law as the new codec to be negotiated !--- This must be set

based on the !--- configuration of the gateway. 0=G711ulaw; 1=G711alaw bit 14=0 Enable Modem

Pass Through bit 15=0 Enable Modem Pass Through Dectection

●

CallFeatures と PaidFeatures
bit 15 (31)=1 Fax Permitted

●

Rx/Tx および LBRC のコーデック値を設定し、必要に応じて音声コールの音声アクティビテ
ィ検出（VAD）[ビット 0(16) = 音声モードの 1/0 ] を有効または無効にします。
G.723.1-codec ID 0; G.711a-codec ID 1; G.711u-codec ID 2; G.729a-codec ID 3

LBRC is 0-G.723.1 codec is available to both FXS ports at any time

LBRC is 3-G.729a is available to one of the two FXS ports on a

●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


first-come-first-served basis

Cisco IOS ゲートウェイ上でのファックス検出メソッドの設定

Cisco IOS ゲートウェイ上でファックス検出メソッドを設定するには、この例に示されているよ
うに、モデムのパススルーをサポートする必要があります。

dial-peer voice tag voip

modem passthrough { NSE [payload-type number] codec {g711ulaw | g711alaw}

    [redundancy] | system}

fax rate disable

ファックス検出例

これは、音声コールの G.729 コーデックと FAX コールの G.711 u-law を使用するファックス検
出メソッドの場合の ATA 設定例です。

音声モード：0xXXX5XXX5●

接続モード：0xXXXX04XX●

Rx コーデック：3●

Tx コーデック：3●

LBR コーデック：3●

Cisco 5300 ゲートウェイの設定

これは、Cisco 5300 ゲートウェイの show running-config コマンド出力です。

5300-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  !

  voice service voip

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  !

  .

  .

  dial-peer voice 1 pots

  destination-pattern 2T

  port 1:0

  !

  dial-peer voice 3 voip

  incoming called-number 2T

  destination-pattern 300.

  session target ipv4:172.16.85.233

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  fax rate disable.

ファックス モード メソッドの設定

Cisco ATA 186 上でのファックス モード メソッドの設定



Web インターフェイスを使用して Cisco ATA 186 を設定するために、Web ブラウザを使用して
http://<ip_address_of_ata>/dev（たとえば、http://172.16.104.117/dev）にアクセスします。

Cisco ATA 186 を設定するには、次のパラメータを設定する必要があります。

音声モード
5300-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  !

  voice service voip

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  !

  .

  .

  dial-peer voice 1 pots

  destination-pattern 2T

  port 1:0

  !

  dial-peer voice 3 voip

  incoming called-number 2T

  destination-pattern 300.

  session target ipv4:172.16.85.233

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  fax rate disable.

●

A-law と u-law それぞれの Rx/Tx コーデック 1/2●

接続モード
5300-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  !

  voice service voip

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  !

  .

  .

  dial-peer voice 1 pots

  destination-pattern 2T

  port 1:0

  !

  dial-peer voice 3 voip

  incoming called-number 2T

  destination-pattern 300.

  session target ipv4:172.16.85.233

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  fax rate disable.

●

CallFeatures と PaidFeatures
5300-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  !

  voice service voip

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  !

  .

●



  .

  dial-peer voice 1 pots

  destination-pattern 2T

  port 1:0

  !

  dial-peer voice 3 voip

  incoming called-number 2T

  destination-pattern 300.

  session target ipv4:172.16.85.233

  modem passthrough nse codec g711ulaw

  fax rate disable.

注: Cisco IOS 音声アプリケーション ソフトウェア ゲートウェイは、ATA を設定するときと同じ
コーデックと VAD を設定する必要があります。 このシナリオでは、すべてのコール、ファック
ス、または音声は VAD なしの G.711 を使用します。 ゲートウェイ上でダイヤルピアを設定する
には、Cisco IOS プラットフォームにおけるダイヤルピアとコール レッグの理解とダイヤル プラ
ン、ダイヤル ピア、およびディジット操作の設定を参照してください。 すべての Cisco IOS ゲ
ートウェイは、ファックス モードで使用できます。 この例では、Cisco 3640 ゲートウェイが使
用されることを示します。

ファックス モード メソッドの例

これは、ファックスと音声コールの両方にファックス モード メソッドと G.711 u-law を併用する
場合の Cisco ATA 186 とゲートウェイのサンプル設定です。

音声モード：0xXXX2XXX2（X がこの設定に検討されない場合）●

接続モード：0xXXXX8XXX（X がこの設定に検討されない場合）●

Rx コーデック：1●

Tx コーデック：1●

LBR コーデック：1●

Cisco 3640 ゲートウェイの設定

これは、Cisco 3640 ゲートウェイの show running-config コマンド出力です。

3640-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  dial-peer voice 11 voip

   incoming called-number 5000

   destination-pattern 3000

   session target ipv4:172.16.85.233

   codec g711ulaw

   no vad

  !

  dial-peer voice 5000 pots

   destination-pattern 5000

   port 3/1/0

  .

  .

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。
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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。

ゲートウェイでのトラブルシューティング

エンドツーエンド Voice over IP (VoIP) 発信をデバッグするために、debug voip ccapi inout コマ
ンドを使用します。 音声ポートが受信するとおりに番号を表示するために、debug vtsp dsp コマ
ンドを使用します。

Cisco ATA 186 でのトラブルシューティング

サードパーティのゲートキーパーとゲートウェイを使用する場合は、Cisco ATA 186 のトラブル
シューティング ツールが役立つかもしれません。 Cisco ATA 186 のトラブルシューティング ツ
ールを有効にするには、次の手順を実行します。

ATA Nprintf フィールドの Cisco ATA 186 と同じサブネット上にある PC の IP アドレスを設
定します。

1.

そのアドレスの後に指定するポートは、9001 である必要があります。2.
PC の DOS プロンプトで preserv.exe プログラムを実行します。
CiscoDownloads（registeredcustomers のみ）から preserv.exe プログラムをダウンロード
します。 Cisco ATA 186 Analog Telephone Adaptor リンクにアクセスするには、
[Downloads] ページで VoiceSoftware リンクをクリックします。注: preserv.exe プログラム
は、最新の Cisco ATA 186 ソフトウェア リリースの zip ファイルに含まれています。

3.

ATA はエンドポイントとして設計されているため、ダイヤルイン（DID）機能を備えていません
。 特定のネットワーク シナリオにおいて DID 情報をデュアルトーン多重周波数（DTMF）とし
てファックスサーバに渡すために、ATA の代わりに H.323 IOS ゲートウェイを使用する必要があ
ります。

ATA 経由でファックスを送信するときに不良回線状態エラーまたはビジー信号を受信する場合は
、FAX 装置の ECM（エラー訂正モード）を無効にし、ファックスの再送信を試してみてくださ
い。 ECM 設定は、ほとんどの FAX 装置で設定できます。 この設定をオンにすると、FAX 装置
が送受信に非常に敏感になります。

Cisco ATA に接続される FAX 装置がファックスを送信できない、または FAX コー
ルが断続的に失敗する

ファックス操作は G3 ファックスと ATA 186 を併用すると失敗します。 G3 は T.30 の標準規格
であり、実際に V.34 を使用できます。 モデムのコール（位相反転ありの 2100Hz）として音声
ゲートウェイによって認識されます。 Super G3 FAX 装置は 33.6 kbps の速度（モデム速度）を
サポートします。これらほとんどの FAX 装置はデュアル モデムを使用してファックスを送受信
します。 Cisco ATA はアナログ電話と G3 ファックス伝送（最大 14400 bps）をサポートするよ
うに設計されました。 Cisco ATA はモデムをサポートするように設計されませんでした。 つまり
、Super G3 ファックスは 33.6 kbps を使用して発信を確立するため、Cisco ATA との併用はサポ
ートされませんでした。 ファックスについては、ルータまたは VGXXX のいずれかの FXS ポー
トを推奨します。

回避策として、これらのパラメータの変更を試すことができます。

//www.cisco.com/tacpage/sw-center/
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ファックスの速度を 9600 bps（問題がない場合の推奨速度）に変更します。●

G3 にプロトコルを設定します。●

エラー訂正モード（ECM）を無効にします。●

上記のアクションに効果がない場合は、ルータの Foreign Exchange Station（FXS）ポート
に FAX 装置を差し込み、モデムのパススルー用にルータを設定します。

●

注: これらの回避策がどれもうまくいかない場合は、異なる FAX 装置を使用する必要があります
。

ATA 経由でのファックス用クライアントマターコード（CMC）のサポート

シナリオによっては、最初に FAX 装置に着信者番号を入力し、CMC トーンを待ってから CMC
番号を入力すると、ATA は Cisco CallManager に CMC 番号を渡さないことがあります。 この問
題の回避策は、すべての番号を一括送信することです （着信者番号、ポーズ、および CMC コー
ド）。 コードは、Cisco CallManager を使用すると問題なく登録され、発信をルーティングしま
す。

トラブルシューティングのためのコマンド

Output Interpreter Tool（OIT）（登録ユーザ専用）では、特定の show コマンドがサポートされ
ています。 OIT を使用して、show コマンド出力の解析を表示できます。

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

これらのコマンド出力例は、Cisco ATA 186 とゲートウェイ間で行われる FAX コールの両方のメ
ソッドのデバッグの例です。

この debug コマンド出力は、ファックス検出メソッドにおける Cisco ATA 186 から AS5300 に
送信される FAX コールを示します。

3640-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

  .

  dial-peer voice 11 voip

   incoming called-number 5000

   destination-pattern 3000

   session target ipv4:172.16.85.233

   codec g711ulaw

   no vad

  !

  dial-peer voice 5000 pots

   destination-pattern 5000

   port 3/1/0

  .

  .

これは、ファックス モード メソッドで 3640 から Cisco ATA 186 が受信する FAX コールの
debug コマンド出力です。

3640-gw#show running-config

  Building configuration...

  .

  .

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk379/technologies_tech_note09186a008017874c.shtml


   

  .

  dial-peer voice 11 voip

   incoming called-number 5000

   destination-pattern 3000

   session target ipv4:172.16.85.233

   codec g711ulaw

   no vad

  !

  dial-peer voice 5000 pots

   destination-pattern 5000

   port 3/1/0

  .

  .

関連情報

Cisco ATA 186 基本設定●

Cisco IOS Gatekeeper を使用する ATA 186 の設定とトラブルシューティング●

Cisco IOS ゲートウェイを使用しての ATA 186 の設定とトラブルシューティング●

Cisco ATA 186 に関する FAQ および一般的な問題●

VoIP 上のモデムのパススルー●

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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