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概要

この資料は標準ローカル ルート グループ（SLRG）の使用の拡張 モビリティ クロス クラスタ
（EMCC）のための呼ルーティングを記述したものです。 EMCC による非常呼出はこの資料のフ
ォーカスです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

拡張 モビリティ（EM）●

EMCC●

複数のクラスタ環境●

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）呼ルーティング●

パーティション（PT）●

Calling Search Space （CSS）●

電話登録●

注: この資料は EMCC が既に設定され、クロス クラスタ ユーザ ログインが正常であると仮
定します。

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。



CUCM 8.0+●

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

一般の EMCC 用語（クラスタ、ect を参照するホーム クラスタ。）はこの資料の使用のために後
で定義されます。

ホーム クラスタ: クラスタ エンドユーザ、ユーザデバイスプロファイル、ダイヤル プランお
よび登録情報が含まれている。 

●

クラスタの参照: クラスタ 音声ゲートウェイ（VG）のような物理的 な電話およびローカル
リソースの設定が含まれている。

●

ローミング デバイ スプール: ローミングに敏感な attibutes を見つけるためにホーム クラス
タで作成される。  ホーム クラスタに各々の参照クラスタのためのローミング デバイ スプー
ルがあります。  適切なローミング デバイ スプールの選択を実現させることは正常な EMCC
呼ルーティング 設定の確認で重要です。   

●

Geolocation フィルタ: geolocation オブジェクトの使用する必要がある Geolocation フィルタ
ーは定義しますさまざまなデバイスの geolocations を比較するとき。 電話のグループあるフ
ロアおよび余地を除いて同一の geolocations は、割り当てられるかもしれません。 各電話の
実際の geolocations が異なるのに、フィルタ処理された geolocation は同じです。
Geolocations がデバイスの場所を識別するのに使用され、geolocation のどんな一部が重要で
あるか geolocation フィルタは示します。

●

Geolocation 情報: 地理的な場所情報、か geolocation は、世界の物理的位置を記述します。
Cisco Unified Communications Manager 管理では、geolocations を手動で設定します。
Cisco Unified Communications Manager 管理は各デバイスのための geolocation を規定 する
ことを許可します。 各参照クラスタは EMCC ログオンの間にホーム クラスタに geolocation
情報を送信 します。 ホーム クラスタが参照クラスタから geolocation 情報を得ればローミン
グ デバイ スプールを加えます。

●

ローミング デバイ スプール: EMCC geolocation フィルタが適用した後 CUCM は電話の
geolocation 情報に最もよい一致を離れて基づいてデバイ スプールを選択します。 選択され
たデバイス プールは頻繁にローミング デバイ スプールと EMCC を論議するとき言われます
。 各ローミング デバイ スプールは Geolocation に割り当てられます。

●

注: EMCC のためのローミング デバイ スプール概念はデバイス モビリティのローミング デ
バイ スプールと異なっています。

注: geolocations と場所を間違えないで下さい。 システム > Location メニューの使用によっ
てオプション設定する場所はコール アドミッション制御（CAC）を提供するのに集中呼処
理 システムが使用するエンティティを定義することを可能にします。 システム >
Geolocation Configuration メニュー オプションの使用によって設定する Geolocations は論
理的な配分のような機能のための Cisco Unified Communications Manager デバイスを関連



付けるのに使用する地理的位置を規定 することを可能にします。

EMCC コール処理

呼ルーティングはホーム クラスタによって実行された。 非常呼出は参照クラスタにデスク電話が
物理的に配置されるローカル ゲートウェイに達するために送信する必要があります。 EMCC 環
境でそれは非常呼出だけのために SLRG を使用する最良の方法です。 これは EMCC SIP トラン
クによって visitng クラスタにコールを送るのに EMCC の SLRG が使用されているという理由に
よります。

SLRG の使用の呼ルーティングは SLRG が EMCC を設定する前に環境で広く設定されるとき問
題を示します; コールは管理者が意図していない宛先に拡張されるかもしれません。 これは
CSCul58705 で documentented。 以下に説明されるシナリオはそのような問題を表示します。

物理的に EU で配置されるユーザは米国 EM プロファイルに記録 します●

米国 PSTN 数および米国クラスタに送信呼び出しを送信するユーザ試みにローカル PSTN 数
のための一致するパターンがあります

●

一致するパターンは SLRG を使用するために設定されます●

コールは EMCC SIP トランクによって参照クラスタに送られます●

コールは North American Numbering Plan （NANP）のためのパターンを処理するために EU ク
ラスタが設定されないので EU クラスタで失敗すると期待されます。 管理者は SLRG の代りの呼
ルーティングのための付加物 CSS の使用 ルートパターンの作成によって上のシナリオを軽減で
きます。

EMCC の呼ルーティングのための CSS は 3 CSS （Adjunt CSS、行 CSS、およびデバイス プロ
ファイル CSS）の連結です。 Adjunt CSS に高優先順位が、行 CSS によって続かれてあり、最
後にデバイス プロファイル CSS に低優先順位があります。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul58705


付加物 CSS はホーム クラスタのローミング デバイ スプールで設定され、参照クラスタに非常呼
出をルーティングすることを EMCC によって使用します; なお、付加物 CSS は 9.911 のような
緊急ルートパターンのためのパーティション、および 911 が含まれている必要があります。 付加
物 CSS に関連付けられるルートパターンおよびパーティションは参照クラスタに指示されます
SLRG 従ってコールを参照する必要があります。  

設定

この資料は登録されている単一電話が付いている 3 つの CUCM クラスタとのトポロジーの、そ
れぞれ基づいています。 米国電話との米国クラスタ、EU 電話との EU クラスタ、およびアジア
電話とのアジア クラスタ。 各クラスタは設定された EMCC SIP トランクによって接続されます
。 

注: クラスタごとの 1 EMCC SIP トランクだけ必要です

ネットワーク図

設定 geolocation 情報

Geolocation 情報は EMCC に加わる各クラスタで設定されなければなりません。 geolocation 情
報を設定するために統一された CM Administration > システム > Geolocation 設定をナビゲートし
て下さい。



注: 各参照クラスタのための geolocation 情報を正しいローミング デバイ スプールを選択す
るために受け取るホーム クラスタ必要。 ホーム クラスタはまたそれ自身のための
geolocation 情報を必要とします。



注: 米国クラスタは EU およびアジア クラスタが参照クラスタの間、このラボ設定のための
ホーム クラスタです。

米国クラスタで次の geolocation 設定があります:

EMCC を使用して電話に geolocation 情報を割り当てて下さい

Geolocation 情報はエンタープライズ レベル、デバイ スプール レベル、または個々の電話レベル
の電話に割り当てることができます。

geolocation 情報をエンタープライズ レベルで割り当てるために統一された CM Administration >
System > Enterprise Parameters をナビゲートして下さい。

geolocation 情報をデバイ スプール レベルで割り当てるために統一された CM Administration >
System > Device プールをナビゲートして下さい。

geolocation 情報を電話レベルで割り当てるために統一された CM Administration > Device >
Phone をナビゲートして下さい。



Geolocation フィルタを設定して下さい

geolocation フィルタは国、状態および市の値のような一致するデバイス場所のための基準を規定
します。 geolocation フィルター移動を設定するために CM Administration > システム >
Geolocation フィルタを統一しました。

次のイメージで国および都市だけ geolocation フィルタに選択されます。



注: 米国クラスタに、アジア クラスタおよび EU クラスタに geolocation フィルタで同じ 設
定があります従ってホーム クラスタだけで 1 フィルタを必要とします。 geolocation フィル
タが参照クラスタと比較されるホーム クラスタで異なっている場合ホーム クラスタ必要は
クラスタの参照 1 基あたりに 1 geolocation フィルタ設定しました。



EMCC 設定に Geolocation フィルタを割り当てて下さい

  

geolocation フィルタを EMCC 機能 設定移動に割り当てるために CM Administration > 進んだ機
能 > EMCC > EMCC 機能 設定統一しました。

上記のイメージに見られるようにフィルタは EMCC 設定に割り当てられます。 これは EMCC に
加わるすべてのクラスタでされる必要があります。

各クラスタの付加物 CSS でローミング デバイ スプールを作成して下さい

ローミング デバイ スプールを作成するために統一された CM Administration > System > Device
プールをナビゲートして下さい。

注: 各クラスタは反対クラスタのために作成されるデバイ スプールをローミングする必要が
あります。  

注: EMCC のためのローミング デバイ スプール概念はデバイス モビリティのローミング デ
バイ スプールと異なっています。

この資料のためのトポロジーは次のとおりです:

米国クラスタに EU およびアジア ローミング デバイ スプールがあります●

EU クラスタに米国およびアジア ローミング デバイ スプールがあります●

アジア クラスタに EU および米国ローミングがデバイ スプールあります●

デバイ スプールの Geolocation コンフィギュレーションセクションが正しい参照クラスタにロー
ミング デバイ スプールを選択するのに使用されます。  米国クラスタのためのローミング デバイ
スプールを作成したいと思う場合次の作業を行う必要があります。

デバイ スプールを作成して下さい●

デバイ スプールに geolocation を割り当てて下さい geolocation は RTP の都市ラベルと共に
米国国省略形がなければなりません（設定を見るためにこの資料の設定 geolocation インフォ
メーション・セクションを参照して下さい）。

●



ここのキーはローミング デバイ スプールが各 EMCC ログオンにホーム クラスタで選択されるこ
とを覚えることです。 これはデバイ スプールが選択してが適切である判断をするのに参照電話の
geolocation 情報を使用することを意味します。

トラブルシューティング

EMCC 呼ルーティングを解決することはホーム クラスタからおよび参照クラスタのために Cisco
CallManagerトレースを収集する必要があります発行します。 ホーム クラスタは呼ルーティング
を行いますが、SLRG を利用するコールのためのコールは参照クラスタに送られるかもしれませ
ん。
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