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はじめに

ITU-T H.323 標準規格では、次の 4 つのコンポーネントが規定されています。



gateway●

ゲートキーパー●

端末●

Multipoint Control Unit（MCU; マルチポイント制御ユニット）●

このドキュメントでは、H.323 Voice over IP（VoIP）ネットワークにおけるゲートキーパーの機
能と動作の包括的な概要を示しています。

H.323 の詳細については、『H.323 チュートリアル』を参照してください。

前提条件

要件

H.323 ゲートキーパー機能を使用していることを確認してください。この機能は、ダウンロード
（登録ユーザ専用）で x- と表記されます。 たとえば、ゲートキーパーとして機能する Cisco
2600 に対して有効な Cisco IOS® は、c2600-ix-mz.122-11 です。

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。

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。

ゲートキーパー定義

ゲートキーパーは、H.323 端末のアドレス変換とネットワーク アクセス コントロール、ゲートウ
ェイ、MCU などのサービスを提供するネットワーク上の H.323 エンティティです。 また、ゲー
トキーパーは、スケーラビリティを提供するために一元化できる、帯域幅管理、アカウンティン
グ、ダイヤル プランなどの他のサービスも提供します。

ゲートキーパーは、端末やゲートウェイなどの H.323 エンドポイントから論理的に分離されてい
ます。 これらは H.323 ネットワーク内ではオプションです。 ただし、ゲートキーパーが存在す
る場合、エンドポイントは提供されたサービスを使用する必要があります。

ゲートキーパー ゾーンとサブネット

ゾーンとは、ゲートキーパーに登録されたゲートウェイ、端末、MCU などの H.323 ノードが集
まったものです。 1 つのゾーンに存在できるアクティブなゲートキーパーは 1 台だけです。 これ
らのゾーンはサブネットをオーバーレイできます。1 つのゲートキーパーは、これらの 1 つ以上
のサブネットでゲートウェイを制御できます。

http://www.telecomspace.com/vop-h323.html
//www.cisco.com/cisco/web/download/index.html
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ゲートキーパー機能

H.323 標準規格は、以下の必須およびオプションのゲートキーパー機能を定義しています。

必須のゲートキーパー機能

アドレス変換：H.323 ID（gwy1@domain.com など）と E.164 番号（標準電話番号）をエン
ドポイントの IP アドレスに変換します。

●

アドミッション コントロール：H.323 ネットワークへのエンドポイント アドミッションを制
御します。 これを実現するために、ゲートキーパーは以下を使用します。H.225
Registration, Admission, and Status（RAS）メッセージRAS シグナリングについては、「
H.225 RAS シグナリング： ゲートキーパーとゲートウェイ」セクションを参照してください
。Admission Request（ARQ; アドミッション要求）アドミッション確認（ACF）Admission
Reject（ARJ; アドミッション拒否）

●

帯域幅制御：エンドポイント帯域幅要件の管理によって構成されます。 これを実現するため
に、ゲートキーパーは以下の H.225 RAS メッセージを使用します。帯域幅要求（BRQ）帯
域幅確認（BCF）帯域幅拒否（BRJ）

●

ゾーン管理：ゲートキーパーは、ゾーン内で登録されたすべてのエンドポイントに関するゾ
ーン管理（たとえばエンドポイント登録プロセスの制御）を提供します。

●

オプションのゲートキーパー機能

コール認証：このオプションを使用すると、ゲートキーパーは特定の端末やゲートウェイへ
のアクセスを制限でき、時間帯別ポリシーでアクセスを制限することもできます。

●

コール管理：このオプションを使用すると、ゲートキーパーはアクティブ コール情報を維持
し、それを使用してビジー状態のエンドポイントを示したり、コールをリダイレクトしたり
します。

●

帯域幅管理：このオプションを使用すると、ゲートキーパーは、必要な帯域幅が使用できな
いときにアドミッションを拒否できます。

●

コール制御シグナリング：このオプションを使用すると、ゲートキーパーは、ゲートキーパ
ー ルーテッド コール シグナリング（GKRCS）モデルを使用して H.323 エンドポイント間の
コール シグナリング メッセージをルーティングすることができます。 もう 1 つの方法とし
て、エンドポイント同士が互いに直接 H.225 コール シグナリング メッセージを送信するこ
ともできます。

●

注: Cisco IOS ゲートキーパーは、ダイレクト エンドポイント シグナリングに基づいています。
GKRCS はサポートしていません。 このドキュメントの「ゲートキーーア経由のコール信号対直
接エンドポイント信号」セクションを参照してください。

H.323 プロトコル スイート

H.323 プロトコル スイートは次の 3 つの主要制御エリアに分けられます。



RAS（H.225）シグナリング●

コール制御/コール セットアップ（H.225）●

メディア制御および転送（H.245）シグナリング●

H.225 RAS シグナリング

RAS はゲートウェイとゲートキーパーの間で使用されるシグナリング プロトコルです。 RAS チ
ャネルは他のどのチャネルよりも先にオープンし、コール設定チャネルおよびメディア転送チャ
ネルからは独立しています。

RAS は、User Datagram Protocol（UDP）ポート 1719（H.225 RAS メッセージ）と
1718（マルチキャスト ゲートキーパー検出）を使用します。

●

RAS シグナリングについては、「H.225 RAS シグナリング： ゲートキーパーとゲートウェイ」
セクションを参照してください。

H.225 コール制御（設定）シグナリング

H.225 コール制御シグナリングは、H.323 エンドポイント間の接続を設定するために使用されま
す。 ITU H.225 の推奨事項では、Q.931 シグナリング メッセージの使用とサポートが指定されて
います。

信頼性の高い（TCP）コール制御チャネルが TCP ポート 1720 で IP ネットワークに作成されま
す。 このポートは、コールの接続、メンテナンス、および切断を目的とする Q.931 コール制御メ
ッセージを開始します。

ゲートキーパーがネットワーク ゾーンに存在する場合、ダイレクト コール シグナリングまたは
GKRCS のいずれかを介して H.225 コール セットアップ メッセージが交換されます。 詳細につ
いては、この文書の「Gatekeeper-Routed Call Signaling と Direct Endpoint Signaling」のセクシ
ョンを参照してください。 どちらの方法が選択されるかは、RAS アドミッション メッセージ交
換中にゲートキーパーによって決定されます。

ゲートキーパーが存在しなければ、H.225 メッセージはエンドポイント間で直接交換されます。



H.245 メディア制御およびトランスポート

H.245 は H.323 エンティティ間のエンドツーエンドの制御メッセージを取り扱います。 H.245 手
順によって、オーディオ、ビデオ、データ、および制御チャネル情報を転送するための論理チャ
ネルが確立されます。 H.245 手順は、次のようなチャネルの使用と機能のネゴシエーションにも
使用されます。

フロー制御●

機能交換メッセージ●

H.245 に関する詳細な説明は、このドキュメントでは取り扱いません。

H.323 プロトコル スイートの概要

H.225 RAS シグナリング： ゲートキーパーとゲートウェイ

RAS ゲートキーパーの検出

これは、H.323 端末/ゲートウェイがゾーン ゲートキーパーを検出するプロセスです。自動ゲート
キーパー検出：

H.323 エンドポイントがゲートキーパーを認識しない場合は、ゲートキーパー要求
（GRQ）を送信できます。 これは、既知の宛先ポート 1718 にアドレス指定される UDP デ
ータグラムであり、マルチキャスト グループ アドレス 224.0.1.41 を使って IP マルチキャス
ト形式で送信されます。

●

1 つまたは複数のゲートキーパーが、肯定的なゲートキーパー確認（GCF）メッセージまた
は否定的なゲートキーパー拒否（GRJ）メッセージのいずれかで要求に応答できます。 拒否
メッセージには拒否の理由が示され、必要に応じて代替ゲートキーパーに関する情報を返す
こともできます。 自動検出により、エンドポイントはマルチキャスト ゲートキーパー要求

●



（GRQ）メッセージを介してゲートキーパーを検出できます。 エンドポイントにゲートキー
パーを静的に設定する必要がないため、この方法の方が管理上のオーバーヘッドが少なくて
済みます。 ゲートキーパーは GCF または GRJ メッセージで応答します。 特定のサブネッ
トにのみ応答するようにゲートキーパーを設定できます。注: Cisco IOS ゲートキーパーは、
GRQ に対して GCF/GRJ メッセージで常に応答します。 サイレントのままになることはあ
りません。

ゲートキーパーが使用不可になると、ゲートウェイは定期的にゲートキーパーの再検出を試みま
す。 ゲートキーパーがオフラインになったことをゲートウェイが検出すると、ゲートウェイは新
しいコールの受け入れを停止し、ゲートキーパーの再検出を試みます。 アクティブなコールは影
響を受けません。

次の表は、RAS ゲートキーパー検出メッセージの定義を示しています。

ゲートキーパー ディスカバリ
GRQ（Gatek
eeper_Reque
st）

エンドポイントによってゲートキーパー
に送信されるメッセージ。

GCF（Gateke
eper_Confirm
）

ゲートキーパー RAS チャネルのトラン
スポート アドレスを示す、ゲートキーパ
ーからエンドポイントへの応答。

GRJ（Gateke
eper_Reject）

エンドポイントの登録要求を拒否するゲ
ートキーパーからエンドポイントへの応
答。 通常は、ゲートウェイまたはゲート
キーパーのコンフィギュレーション エラ
ーが原因です。

RAS 登録と登録解除

登録とは、ゲートウェイ、端末、および/または MCU がゾーンに参加し、IP アドレスとエイリア
ス アドレスをゲートキーパーに通知する処理です。 登録はディスカバリ プロセスの後に起こり
ます。 各ゲートウェイは、1 つのアクティブなゲートキーパーにのみ登録できます。 1 つのゾー
ンに存在できるアクティブ ゲートキーパーは 1 台だけです。

H.323 ゲートウェイは、H.323 ID（電子メール ID）または E.164 アドレスを使用して登録します
。 次に、例を示します。

EmailID（H.323 ID）： gwy-01@domain.com●

E.164 アドレス： 5125551212●



次の表は、RAS ゲートキーパーの登録および登録解除のメッセージの定義を示しています。

ゲートキーパー ディスカバリ
RRQ（Registr
ation_Request
）

エンドポイントからゲートキーパー RAS
チャネル アドレスに送信されます。

RCF（Registr
ation_Confirm
）

エンドポイント登録を確認するゲートキ
ーパーからの応答。

RRJ（Registr
ation_Reject）

エンドポイント登録を拒否するゲートキ
ーパーからの応答。

URQ（Unregi
ster_Request
）

登録を取り消すためにエンドポイントま
たはゲートキーパーから送信されます。

UCF（Unregis
ter_Confirm）

登録解除を確認するためにエンドポイン
トまたはゲートキーパーから送信されま
す。

URJ（Unregis
ter_Reject）

エンドポイントがゲートキーパーに事前
登録されなかったことを示します。

RAS アドミッション

エンドポイントとゲートキーパーの間のアドミッション メッセージはコール アドミッションと帯
域幅制御の基盤となります。 ゲートキーパーは、アドミッション要求を確認または拒否すること
によって H.323 ネットワークへのアクセスを許可します。

次の表は、RAS アドミッション メッセージの定義を示しています。

アドミッション メッセージ
ARQ（Admi
ssion_Requ
est）

エンドポイントによる、コールを開始する
ための試み。

ACF（Admi
ssion_Confir
m）

ゲートキーパーによる、コールを受け入れ
るための許可。 このメッセージには終端ゲ
ートウェイまたはゲートキーパーの IP ア
ドレスが含まれ、これにより元のゲートウ
ェイはコール制御シグナリング手順を開始
できます。



ARJ（Admi
ssion_Rejec
t）

特定のコール用にネットワーク アクセスを
求めるエンドポイントの要求を拒否します
。

詳細は、このドキュメントの「ゲートキーパーからゲートウェイへのコール フロー」セクション
を参照してください。

RAS エンドポイント ロケーション

異なるゾーン エンドポイントの IP アドレスを取得するために、インターゾーン ゲートキーパー
間でロケーション要求メッセージがよく使用されます。 次の表は、RAS ロケーション要求メッ
セージの定義を示しています。

Location Request（ロケーション要求）
LRQ（Loc
ation_Req
uest）

1 つ以上の E.164 アドレスに関するコンタク
ト情報をゲートキーパーに要求するために送
信されます。

LCF（Loc
ation_Con
firm）

ゲートキーパーから送信されるメッセージで
、ゲートキーパー自体または要求されたエン
ドポイントのコール シグナリング チャネル
または RAS チャネルのアドレスが含まれま
す。 GKRCS が使用される場合、LCF では
自身のアドレスを使用します。 ダイレクト
エンドポイント コール シグナリングが使用
される場合、LCF では要求されたエンドポイ
ントのアドレスを使用します。

LRJ（Loc
ation_Reje
ct）

要求されたエンドポイントが登録されていな
いか、使用不可のリソースが存在する場合に
、LRQ を受信したゲートキーパーによって
送信されます。

詳細は、「ゲートキーパーからゲートウェイへのコール フロー」セクションを参照してください
。

RAS ステータス情報

ゲートキーパーは RAS チャネルを使用して、エンドポイントからステータス情報を取得するこ
とができます。 RAS を使用して、エンドポイントがオンラインかオフラインかを監視できます
。 次の表は、RAS ステータス情報メッセージの定義を示しています。

ステータス情報
IRQ（Inform
ation_Reque
st）

ゲートキーパーからエンドポイントに送信
されるステータス要求。

IRR（Inform
ation_Reque
st_Respons
e）

IRQ への応答としてエンドポイントからゲ
ートキーパーに送信されます。 また、ゲー
トキーパーが定期的なステータス更新を要
求する場合にも、このメッセージがエンド
ポイントからゲートキーパーに送信されま
す。 IRR は、アクティブ コールについて



ゲートキーパーに通知するためにゲートウ
ェイによって使用されます。

IACK（Info_
Request_Ac
knowledge
）

IRR メッセージに応答するためにゲートキ
ーパーによって使用されます。

INACK（Inf
o_Request_
Neg_Ackno
wledge）

IRR メッセージに応答するためにゲートキ
ーパーによって使用されます。

RAS 帯域幅制御

帯域幅制御は、最初はアドミッション メッセージ（ARQ/ACF/ARJ）のシーケンスを通じて管理
されます。 しかし、コール中に帯域幅の変更が可能です。 次の表は、RAS 帯域幅制御メッセー
ジの定義を示しています。

帯域幅の制御
BRQ（
Bandwi
dth_Re
quest）

エンドポイントによってゲートキーパーに送信
される、コール帯域幅を増減するための要求。

BCF（
Bandwi
dth_Co
nfirm）

これはゲートキーパーによって送信され、帯域
幅の変更要求を受け入れたことを確認します。

BRJ（
Bandwi
th_Reje
ct）

これはゲートキーパーによって送信され、帯域
幅の変更要求を拒否します。

RAI（R
esourc
e
Availabi
lity
Indicato
r）

これは、追加のコールを受け入れるためのリソ
ースがゲートウェイで使用可能かどうかをゲー
トキーパーに通知する目的で、ゲートウェイに
よって使用されます。

RAC（
Resour
ce
Availabi
lity
Confirm
）

RAI メッセージの受信を確認する、ゲートキー
パーからゲートウェイへの通知。

RAI の詳細については、「リソース割り当て指示の説明、設定、およびトラブルシューティング
」を参照してください。

ゲートキーパー ルーテッド コール シグナリングとダイレクト

//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_tech_note09186a0080093f67.shtml


エンドポイント シグナリング

ゲートキーパー コール シグナリング手法には 2 つのタイプがあります。

ダイレクト エンドポイント シグナリング：この方法では、コール セットアップ メッセージ
が終端ゲートウェイまたはエンドポイントに送られます。

●

ゲートキーパー ルーテッド コール シグナリング（GKRCS）：この方法では、ゲートキーパ
ーを介してコール セットアップ メッセージが送られます。

●

注: Cisco IOS ゲートキーパーはダイレクト エンドポイント シグナリングをベースにしており、
GKRCS をサポートしません。

次の図には、これら 2 つの方法の違いが示されています。

ゲートキーパーからゲートウェイへのコール フロー

以下のセクションでは、ダイレクト コール シグナリングのコール フロー シナリオだけを示しま
す。 また、ゲートウェイはすでにゲートキーパーのディスカバリとゲートキーパーへの登録を完
了していると想定しています。

イントラゾーンのコール セットアップ



インターゾーンのコール セットアップ

ディレクトリ ゲートキーパーを使用したインターゾーンのコール セットアップ



ゲートキーパーの主な機能は、他の H.323 ゾーンの状況を常に把握し、コールを適切に転送する
ことです。 多数の H.323 ゾーンが存在すると、ゲートキーパー設定のための管理上の負担が増え
る可能性があります。 そのような規模の大きい VoIP インストール環境では、すべての異なるゾ
ーンのレジストリを含んでいる、LRQ 転送プロセスを調整する一元的なディレクトリ ゲートキ
ーパーを設定できます。 ディレクトリ ゲートキーパーを使用する場合、インターゾーン ゲート
キーパー間でフル メッシュは必要ありません。

注: ディレクトリ ゲートキーパーは業界標準ではなく、シスコの実装です。

詳細は、「ゲートキーパーを使用した H.323 ネットワークの拡張」セクションを参照してくださ
い。

プロキシによってアシストされたコール セットアップ



コールの接続解除

ゲートキーパーを使用した H.323 ネットワーク スケーリング



以下の図は、ゲートキーパーとディレクトリ ゲートキーパーを使用した VoIP ネットワーク スケ
ーリングの概念を示しています。

H.225 RAS プロトコル要素テーブル



   

注: ゲートキーパーの設定例の詳細については、「Cisco IOS ゲートキーパー コール ルーティン
グの説明」を参照してください。
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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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