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概要

このドキュメントでは、音声ダイヤル ピアとコール レッグについて説明します。 それは Cisco
IOS ® ソフトウェア 音声対応ゲートウェイ/ルータを使用するパケット ネットワークによって呼
び出しセットアッププロセスを説明します。

ダイヤル ピアを論議する他のトピックに関しては、この資料の関連情報セクションを参照して下
さい。

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

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

ダイヤル ピアの型

Cisco IOS はダイヤル ピアの 2 つの型を使用します。 彼らはと定義されます:

明白で古い電話 システム（POTS）ダイヤル ピア-これらは従来のテレフォニー ネットワー
ク接続の特性を定義します。 POTS ダイヤル ピアはローカル ルータ/ゲートウェイの特定の
音声ポートにダイヤル ストリングをマップします。 通常、音声ポートはローカル Public
Switched Telephone Network （PSTN）、私用自動構内交換機（PBX）、または電話にルー
タ/ゲートウェイを接続します。

●

音声ネットワークダイヤルピア-これらはパケット 音声ネットワーク接続の属性を定義します●



。 音声ネットワークダイヤルピアはリモートネットワークデバイスにダイヤル ストリングを
マップします。 これらのリモートネットワークデバイスのいくつかの例はここにリストされ
ています:宛先ルータ/ゲートウェイCisco CallManagerセッション開始プロトコル（SIP） サ
ーバ（Voice over IP SIP のために）Open Settlement Protocol（OSP） サーバ（Voice over
IP のために解決を使用する）H.323 ゲートキーパーMail 証券代行（MTA）サーバ（IP シナリ
オ上のマルチメディア Mail のために）音声ネットワークダイヤルピアの特定の種類は使用さ
れるパケット ネットワーク テクノロジーによって決まります。 ダイヤル ピアによって使用
される異なるテクノロジはここに説明されます:Voice over IP （VoIP） -ダイヤル ピアはコー
ルを終了する宛先 VOIPデバイスの IP アドレス、ドメイン ネーム システム（DNS）名前、
かサーバタイプにマップされます。 これは H.323、SIP およびメディア ゲートウェイ コント
ロール プロトコル（MGCP）のようなすべての VoIP プロトコルに適用します。Voice over
Frame Relay （VoFR） -ダイヤル ピアはコールがルータを終了するインターフェイスの
Data Link Connection Identifier （DLCI）にマップされます。Voice over ATM（VoATM） -ダ
イヤル ピアはコールがルータを終了するインターフェイスのための ATM仮想回路にマップさ
れます。マルチメディアは IP （MMoIP）に Simple Mail Transfer Protocol（SMTP） サーバ
の ｅメールアドレスに-ダイヤル ピア マップされます郵送します。 ダイヤル ピアのこの型
は蓄積交換ファクシミリ用に使用されます（ファックスするオンランプおよびオフランプ
）。

ダイヤル ピア設定にモードを開始する Cisco IOS コマンドは次のとおりです:

maui-nas-07(config)#dial-peer voice number ?

  pots   Telephony

  voatm  Voice over ATM

  vofr   Voice over Frame Relay

  voip   Voice over IP

ダイヤル ピアとコールレグ間の関係

パケット ネットワーク上の音声コールは離散コールレグにセグメント化されます。 これらはダイ
ヤル ピアと関連付けられます（ダイヤル ピアは各コールレグによって関連付けられます）。 コ
ールレグは 2 つのルータ/ゲートウェイまたはルータ/ゲートウェイと IP テレフォニー デバイス
（たとえば Cisco CallManager、SIP サーバ、等）間の論理接続です。 この概念を説明するため
に、ここに図 1 および図 2 参照して下さい:

図 1. 音声ダイヤルピア/コール レグ：トールバイパスのシナリオ



図 1 では（トールバイパス）、音声コールは 4 つのコールレグ、2 および終端ルータ/ゲートウェ
イの観点からの発生ルータ/ゲートウェイの観点からの 2 から成り立ちます。

図 2. 音声ダイヤル ピア/コールレグ: IOS ゲートウェイ シナリオのコールマネージャシステム

では図 2 （IOS ゲートウェイが付いている CallManagerシステム）、音声コールは 2 つのコール
レグを妥協します。

注: ルータ/ゲートウェイおよび終端ルータ/ゲートウェイを起こす用語はコールの宛先方向に出典
に依存しています。

注: ヘアピニングは同一ルータ/ゲートウェイで起き、終端させるコールにつけられる名前です。
POTS間ヘアピニング コールで、ルータ／ゲートウェイは受信 POTS ダイヤル ピアおよびコール
を終了するために送信 POTS ダイヤル ピアとマッチします。 これは POTS インターフェイスで
サポートされます。 ただし、VoIP-to-VoIP ヘアピニングはある特定の IOS リリースの
CallManager Express のを除くサポートされなかった on Cisco IOS 音声対応プラットフォームで
はないです。

呼び出しセットアッププロセス

コールは各コールレグに関連付けられるダイヤル ピアでのコールレグにセグメント化されます。
これのためのプロセスはここにリストされています:

POTS コールは発生ルータ/ゲートウェイで到着します。 受信 POTS ダイヤル ピアは一致し
ます。 （この資料の注 3 以降を参照して下さい）。

1.

それが受信 POTS ダイヤル ピアに着信コールを関連付けた後、発生ルータ/ゲートウェイは
受信 POTS コールレグを作成し、それに呼び出しID （1） 図のコールレグ 1 を割り当てま
す。

2.

発生ルータ/ゲートウェイは送信ボイスネットワークダイヤルピアを一致するのにダイヤル
されたストリングを使用します。

3.

それが送信ボイスネットワークダイヤルピアにダイヤルされたストリングを関連付けた後、
発生ルータ/ゲートウェイは送信ボイスネットワークコールレグを作成し、それに呼び出し
ID （1） 図のコールレグ 2 を割り当てます。

4.

Voice-Networkコール 要求は終端ルータ/ゲートウェイで到着します。 受信 ボイスネットワ5.



ークダイヤルピアは一致します。
終端ルータ/ゲートウェイの後で受信 音声ネットワークダイヤルピアに着信コールを関連付
けます、終端ルータ/ゲートウェイは受信 ボイスネットワークコールレグを作成し、それに
呼び出し ID （1） 図のコールレグ 3 を割り当てます

6.

終端ルータ/ゲートウェイは送信 POTS ダイヤル ピアを一致するのにダイヤルされたストリ
ングを使用します。

7.

それが送信 POTS ダイヤル ピアに着信コールセットアップを関連付けた後、終端ゲートウ
ェイ/ルータは送信 POTS コールレグを作成します。 それはそれに呼び出しID を割り当て、
コールを終了します。 （1） 図のコールレグ 4

8.

Cisco CallManager が Cisco IOSルータ/ゲートウェイとあるシナリオでこれらを仮定して下さい:

CallManagerシステムからの IOS ルータ/ゲートウェイを通した送信呼び出しに関しては、
IOS ルータ/ゲートウェイは終端装置として動作します。（ステップ 5 を 8）参照して下さい

●

IOS ルータ/ゲートウェイを通した CallManagerシステムへのインバウンド コールに関しては
、IOS ルータ/ゲートウェイは発生デバイスとして動作します。 （ステップ 1 を 4）参照して
下さい

●

注: この段階では、もし設定するなら受信 POTS ダイヤル ピアで、デフォルト以外の受信 POTS
サービスや Toolkit Command Language （TCL）アプリケーションは使用されます。 そのような
サービスかアプリケーションを使用するとき、正しい 受信 POTS ダイヤル ピアが一致すること
を確認することは重要です。 サービス/アプリケーションのいくつかの例は下記のものを含んでい
ます:

DID （Direct Inward Dial）●

TCL は IVR （対話型 音声応答）のようなアプリケーションを、VoIP SIP 転送、オンランプ
ファックス基づかせていました（蓄積交換ファクシミリという点において）。詳細について
は、受信および送信ダイヤル ピア一致された on Cisco IOS プラットフォームどのようにで
あるか Voice-unDerstanding を参照して下さい。

●

注: この時点で、両方のルータ/ゲートウェイは音声ネットワーク機能およびアプリケーションを
ネゴシエートします（必要であれば）。 デフォルトケーパビリティはルータ/ゲートウェイ IOS
コンフィギュレーション出力に表示されません。 POTS およびボイスネットワークダイヤルピア
の設定された機能、サービスおよびアプリケーションを表示するのにコマンド show dial-peer
voice 数を使用して下さい。

デフォルトケーパビリティはコーデック g729r8、vad 有効、dtmf-relay 無効、ファクシミリ
リレー無効、req-qos best-effort、acc-qos best-effort およびセッションプロトコル cisco が含
まれています（H.323 のために）。

●

TCL アプリケーションの例はリモートIP 認証およびオフランプ ファックスが含まれています
。

●

注: デフォルト以外の機能かアプリケーションが発生ルータ/ゲートウェイによって要求されると
き、終端ルータ/ゲートウェイはそのような機能かアプリケーションのために設定される受信 ボイ
スネットワークダイヤルピアとマッチする必要があります。

関連情報

Cisco IOS プラットフォーム上での着信ダイヤル ピアと発信ダイヤル ピアについて●

Cisco IOS プラットフォームにおける着信および発信ダイヤル ピアの照合方法について●

Cisco IOS プラットフォームでのダイヤル ピアの稼動状態について●

Cisco IOS デジタル（T1/E1）インターフェイスにおけるダイヤルイン方式（DID）について●
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/content/ja_jp/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
/content/ja_jp/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/12425-in-out-dial-peers.html
/content/ja_jp/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
/content/ja_jp/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/12426-valid-dial-peers.html
/content/ja_jp/support/docs/voice/digital-ccs/14072-direct-inward-dial.html


ダイヤル プラン、ダイヤル ビア、およびディジット操作の設定●

ユニファイド コミュニケーション 製品サポート●

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●

/content/en/us/td/docs/ios/12_2/voice/configuration/guide/fvvfax_c/vvfpeers.html
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