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概要

このドキュメントでは、ルート リスト内の SIP トランクを使用する場合に Session Initiation
Protocol（SIP）デバイスが存在しないことを確認するために、CallManager が使用するタイマー
間隔を決定する手順を提供します。 このドキュメントで提供されている情報は、ルートリスト内
で次のトランク/ゲートウェイにフェールオーバーするために要する時間と、発信の完了を試みる
のに要する時間を最小限にするための、特定の CallManager パラメータの変更を可能にします。
この手順は、SIP トランクのみに適用されます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco CallManager 5.0(4a) に基づくものです。

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。 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。



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。

SIP の概要

SIP は、アプリケーション層制御プロトコルであり、複数のエンド ポイント間のコールの確立、
維持、および終了に使用できます。 SIP はシグナリングとセッション管理の機能をパケット テレ
フォニー ネットワークの内部で処理するように設計されています。

SIP はピアツーピア プロトコルです。 セッションでのピアはユーザ エージェント（UA）と呼ば
れます。 ユーザ エージェントは、次のいずれかの役割として機能します。

ユーザ エージェント クライアント（UAC）：SIP 要求を開始するクライアント アプリケー
ション。

●

ユーザ エージェント サーバ（UAS）：SIP 要求を受信したときにユーザに通知し、ユーザに
代わって応答を返すサーバ アプリケーション。

●

通常、SIP エンド ポイントは UAC と UAS のどちらの機能も実行できますが、各トランザクショ
ンではいずれか一方としてのみ機能します。 エンド ポイントが UAC として機能するか、UAS と
して機能するかは、要求を開始した UA によって決まります。

また、アーキテクチャの観点から、SIP ネットワークの物理コンポーネントを 2 つのカテゴリに
分類できます。 分類できるカテゴリは、クライアント（電話およびゲートウェイ）とサーバ（プ
ロキシ サーバ、リダイレクト サーバ、レジストラ サーバ）です。 ネットワーク構成図は、この
ドキュメントで使用される SIP ネットワークのアーキテクチャを示しています。

これは、SIP が動作する方法です。

ユーザが発信を開始すると、インバイトのリクエストがパスを決定するサーバ（プロキシま
たはリダイレクト）に送信されます。

1.

送信されたリクエストには、発信者のアドレスと呼び出し先のアドレスが含まれます。2.
その後、サーバ（プロキシまたはリダイレクト）はポイントツーポイント コールを確立し
ます。

3.

設定

CallManager は、ルート リスト内での最初のルートと 2 番目のルートの間のフェールオーバーに
要する時間を削減するために、変更可能な特定のパラメータを持ちます。 CallManager では、ル
ートグループは 2 つのゲートウェイが選択される順序を指定します。 言い換えれば、発信トラン
クの選択について、ゲートウェイとポートのリストの優先順位を決めることができます。 この機
能により、プライマリとセカンダリのルートを設定できます。

ルート リストは、指定された順序でルート グループを関連付けます。 この場合、2 つのゲート
ウェイを含むルート グループは 1 つのみです。 これら 2 つのゲートウェイは、優先度が高く設
定されています。 しかし、そのルート リストを 1 つ以上のルート パターンに関連付けることで
、それらのルート グループにアクセスする順序が決まります。 ルート パターンは、ゲートウェ
イに発信をルーティングする一連の数字です。 特定の番号にダイヤルした場合、その番号は
CallManager で指定したルート パターンのいずれかに一致する必要があります。 次に、番号はル
ート リストによって優先度を確認するためにチェックする必要があります。 番号にプライマリ
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ゲートウェイを通過する優先度がない場合、フェールオーバーの時間が存在しています。 発信は
、フェールオーバーの時間が経過して 2 番目のゲートウェイが見つかった後で通過することがで
きます。

CallManager が SIP エンド ポイントとの通信で実行する動作を次に示します。

まず、SIP は最初のゲートウェイにインバイトをリクエスト1.
最初のゲートウェイへの 1 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~500ms）2.
最初のゲートウェイへの 2 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~1sec）3.
最初のゲートウェイへの 3 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~2sec）4.
最初のゲートウェイへの 4 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~4sec）5.
最初のゲートウェイへの 5 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~8sec）6.
最初のゲートウェイへの 6 回目のインバイト再試行（再試行までの遅延： ~16sec）7.
2 番目のゲートウェイへのフェールオーバーの時間（フェールオーバーまでの遅延： ~32）8.

フェールオーバーへの合計時間は 63.5 秒です。 ここからわかるように、再試行までの遅延は、2
の共通比率を備えた等比数列と、最初のフェールオーバー時間に等しいスケール ファクタとして
増加します。 合計時間を求める場合、次の式を使用できます。

n = 再試行回数 + 1●

k = 合計における再試行のインスタンス（1 回目の再試行、2 回目の再試行など）●

r = 共通比率（この場合は 2）●

a = 再試行までの最初の遅延（スケール ファクタ）●

フェールオーバーまでの合計時間：●

これは設計どおりに動作し、共通比率を変更するために変更可能なサービス パラメータはありま
せん。 ただし、再試行までの最初の遅延と再試行回数は変更できます。 これにより、フェールオ
ーバーまでの全体的な時間を削減できます。

ネットワーク図

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。

設定

これは、さらに低いフェールオーバーの時間を実現する設定です。

[Cisco Unified CallManager Administration] ウィンドウで [System] をクリックします。1.
[Service Parameters] を選択します。2.
[Server*] ドロップダウン リストから、SIP とともに使用しているサーバを選択します。3.
[Service*] ドロップダウン リストから、[Cisco CallManager（Active）] を選択します。4.
[Device - SIP] のセクションまで下方向にスクロールします。5.
これらは、再試行回数と初期の遅延を変更するために変えることができる、2 つのパラメー
タです。再試行回数は、Retry Count for SIP Invite パラメータによって変更されます。 「
3」に設定します。再試行に対する初期遅延は、SIP Trying Timer (msec) パラメータによっ
て変更されます。 「200」に設定します。この設定は ~3 秒にフェールオーバーに全面的な
時間を下げます。 希望のフェールオーバー時間に設定するには、次の式とパラメータを使
用できます。

6.

確認



   

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

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。

関連情報

Cisco Unified CallManager アドミニストレーション ガイド リリース 5.0(4)●

Guide to Cisco Systems' VoIP Infrastructure Solution for SIP●
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音声に関する技術サポート●

音声とユニファイド コミュニケーションに関する製品サポート●

Cisco IP Telephony のトラブルシューティング●
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