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H.323-SIP インターワーキング

H.323 と SIP はいずれも業界で広く使用されているため、この 2 つのインターワーキングは Voice over 
IP（VoIP）サービスにとって非常に重要な機能です。一方の VoIP サービス プロバイダーが Session 
Initiation Protocol（SIP）を使用し、もう一方のプロバイダーは H.323 を使用する場合、カスタマーが

相互に通信できるようにするには、2 つのプロトコルのインターワーキングが必要です。H.323 は古い

プロトコルで、徐々に SIP に代わりつつあります。H.323 で管理されている VoIP ネットワークを使用

するカスタマーは、将来的には、SIP への移行が必要になると考えられます。このような移行期には、

カスタマーの VoIP ネットワーク上で両方のプロトコルのインターワーキングが必要となります。

（注） ACE SBC Release 3.0.00 以降では、この機能は統合モデルに限りサポートされます。

H.323-SIP インターワーキング機能の履歴

この章の構成
この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 「H.323-SIP インターワーキングの制約事項」（P.21-1）

• 「H.323-SIP インターワーキングに関する情報」（P.21-2）

• 「基本的なコール保留に対する SIP/H.323 インターワーキング」（P.21-3）

H.323-SIP インターワーキングの制約事項
次の機能はサポートされません。

• インターワーキング コールのトランスコーディング。

• インターワーキング コールのメディアの再ネゴシエーション（コールの接続前または接続後）。

• コール確立中の任意の時点でのリモート SIP エンドポイントからのオファーの受信（SIP と H.323 
の間のコールの場合の初期オファーを除く）。

リリース 変更内容

ACE SBC Release 3.1.00 基本的なコール保留に対する SIP/H.323 インターワーキングのサポートが

追加されました。

ACE SBC Release 3.0.00 この機能は、SBC 統合モデルのサポートとともに Cisco7600 シリーズ 
ルータに追加されました。
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• インターワーキング コールのメディア バイパス。

• インターワーキング コールの Real-Time Protocol（RTP）ストリーム内の Dual Tone 
MultiFrequency（DTMF）。

• UserInputIndication の英数字以外のメソッドを使用する H.323 DTMF シグナリング。

• エンドポイント登録のインターワーキング（H.323 のサポート対象外）。

• インターワーキング コールのフェールオーバー（フェールオーバーが発生すると H.323 コール 
レッグを維持できないため）。

• INVITE、ACK、CANCEL、BYE、INFO、および PRACK 以外の SIP メソッドのインターワー

キング。

• インターワーキング コール上のエンドツーエンド認証。たとえば、H.323 コール分岐と SIP コー

ル分岐は相互に認証確認を行うことができません。Session Border Controller（SBC; セッション 
ボーダ コントローラ）自体は、SIP コール分岐への認証確認を実行できますが、H.323 コール分岐

に対しては実行できません。

• 原因コードのユーザ設定マッピング。

• コーデック タイプのユーザ設定マッピング。

• 無音圧縮 /VAD に対するシグナリング サポートのインターワーキング。ほとんどのエンドポイント

は、明示的に無音圧縮をシグナリングしなくても適切に相互動作すると考えられます。

• ビデオまたは Fax コールのインターワーキング。

H.323-SIP インターワーキングに関する情報
通常のプロセスでは、SBC がコールおよび番号ポリシー テーブルを適用すると、最後の隣接とアカウ

ントが選択されます。この機能では、隣接の開始と終了が異なるプロトコルで設定されます。たとえ

ば、開始側の隣接には SIP を設定し、終了側の隣接には H.323 を設定できます。

SBC がサポートしている SIP-H.323 インターワーキング機能は次のとおりです。

• アップストリームは SIP、ダウンストリームは H.323 ファスト スタート、SIP INVITE でオファー

を受信。

• アップストリームは SIP、ダウンストリームは H.323 スロー スタート、SIP INVITE でオファーを

受信。まず、ダウンストリームで H.323 ファスト スタートが試行されます。SBC は、ダウンスト

リームのエンドポイントがファスト スタートをサポートしていないことを検出すると、スロー ス
タート手順に戻します。

• アップストリームは SIP、ダウンストリームは H.323（ファスト スタートまたはスロー スター

ト）、SIP INVITE ではオファーを受信しない。

• アップストリームは H.323 ファスト スタート、ダウンストリームは SIP。

• アップストリームは H.323 スロー スタート、ダウンストリームは SIP。ダウンストリームの SIP 
に対し、単一のメディア チャネルを含むデフォルトの SDP オファーが試行されます（G.729、
G.711 U-law、G.711 A-law、G.723 のコーデックがこの順番にオファーされる）。

• 初期メディア。

• UserInputIndication の英数字メソッドを使用したシグナリング プレーンでの SIP と H.323 の 
DTMF インターワーキング。
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基本的なコール保留に対する SIP/H.323 インターワーキング
基本的なコール保留機能に対する SIP/H.323 インターワーキングにより、SBC は H.323 と SIP のイン

ターワーキング コールでのシグナリングを変換、保留、および再開できるようになります。

（注） 基本的なコール保留を使用するうえで、外部コンフィギュレーションは不要です。この機能はデフォル

トでイネーブルになっています。

SIP の要件

RFC-3264 SDP Offer-Answer プロトコルでは、「a=sendonly」、「a=inactive」、または「c=IN IP4 
0.0.0.0」行を含む再オファー（re-Offer）によって基本的なコール保留がシグナリングされます。

• a=sendonly または c=IN IP4 0.0.0.0 は、オファー側が送信の継続を希望していることを示します。

必要に応じて、a=inactive または c=IN IP4 0.0.0.0 を設定することで、回答（Answer）によってオ

ファー側に送信の停止を強制できます。

• a=inactive は、オファー側も送信を停止することを示します。この場合、回答側も a=inactive で応

答する必要があります。

方向を a=sendrec に設定するか（デフォルト設定）、方向行を完全に省略すると、再開がシグナリング

されます。

SIP の要件は次のとおりです。

• SBC は、上記すべてのコール保留シグナリング形式の受信をサポートしている必要があります。

送信時には、使用されている形式を通じて制御が提供されることが望まれます。

• （受信方向だけでなく）送信方向をオープンまたはクローズする再オファーを変換します。

• オファー側または回答側がコール保留の再開オファーまたはコール保留の回答で RTP アドレス /
ポートを変更します。

• SIP re-INVITE で再オファーを送信し、INVITE 200 応答で回答を処理します。

• 最初の re-INVITE 応答が最終応答でない場合でも、その応答で着信回答を処理します（この場合、

最終 200 応答での重複する回答は無視される必要があります）。

• SIP INVITE 要求で再オファーを受信します。

• re-INVITE 200 応答で回答を送信します。

H.323 の要件

H.245 では、空の端末機能セット（H.323 のセクション 8.4.6 で定義されており、「TCS=0」または

「ECS」と呼ばれる）を送信することで、基本的なコール保留がシグナリングされます。TCS=0 の受信

者は、その送信チャネルをクローズして、再オープンしないようにする必要があります。再開は、空で

ない端末機能セットを送信することでシグナリングされます。この時点で、送信チャネルが再オープン

されます。H.245 メッセージ フローについては、次の点に注意してください。

• 端末機能は、TerminalCapabilitySet（TCS）を使用して送信されます。このメッセージに対する応

答には、TerminalCapabilitySetAck（TCS Ack）または TerminalCapabilitySetReject が使用され

ます。
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• チャネルは、H.245 OpenLogicalChannel（OLC）を使用してオープンされます。このメッセージ

に対する応答には、OpenLogicalChannelAck（OLC Ack）または OpenLogicalChannelReject が
使用されます。

• チャネルは、H.245 CloseLogicalChannel（CLC）を使用してクローズされます。

CloseLogicalChannelAck（CLC Ack）は、このメッセージが処理されたことを示します。

H.323 の要件は次のとおりです。

• インターワーキング コールで空の機能セットと空でない機能セットを送信、受信、および処理し

ます。両側が一方を保留にしている状況でも同様です。

• コールの保留 /再開プロセス外で、チャネルのクローズと再オープンを変換します。

• 新しい後継のチャネルで前のチャネルと異なる RTP/RTCP アドレス /ポートを使用する場合、新し

いチャネル用にアドレスを変更します （SBC では、既存の動作に従って、H.245 RTP セッション

の両側で 1 つの RTP および RTCP IP アドレスが使用され、RTCP ポート = RTP ポート + 1 が使用

されると引き続き想定される場合があります）。

• コールが接続される前にダウンストリームからの TCS=0 を受信します。

• コールが接続される前のアップストリームからの TCS=0 は無視します（SIP 側での問題を避ける

ため）。

基本的なコール保留の制約事項

次に、基本的なコール保留機能に適用される制約事項を示します。

• インターワーキング コールの一環では、音声コードが 1 つだけ選択され、コーデックのネゴシ

エーションはサポートされていません。

• MoH（Music On Hold）は、通常コーデックのネゴシエーションを必要とするため、完全にはサ

ポートされていません。

• サードパーティの再ルーティング（SBC とは異なるデバイスがコールを再ルーティングすること）

は完全にはサポートされていません。

• SBC では、次の SIP メカニズムを使用して Offer-Answer 交換を実行することはできません。

– 後期 SDP re-INVITE（アプリケーション /sdp ペイロード タイプを使用し、本文の添付はな

し） SBC による「501 Not Implemented」を使用した応答

– UPDATE 要求、INVITE 18x 応答、INVITE 200 応答、または PRACK 要求でのオファー

– INVITE 200 応答以外での再ネゴシエーションに対する回答  

• 初期メディアでのコール保留は行いません。コール保留 /再開の変換は、コールの確立後にだけ許

可されます。この制約事項は、SBC は SIP の INVITE 18x または UPDATE でのオファーは受信ま

たは生成できないという前の制約事項を引き継いでいます。

• SBC は、H.450.4 コール保留プロトコルを開始または終了できません。

• SBC は、ポートが 0 に設定された OLC Ack は受信できますが、ポートが 0 に設定された OLC 
Ack は送信しません。代わりに OLC Reject を送信します。

• 新しいタイマーは設定できません。

• 次に示す一般的なインターワーキングの既存の制約事項も引き続き適用されます。

– 許可されるメディア ストリームは 1 つだけです。

– そのストリーム内で許可される音声コーデックは 1 つだけです。

– トランスコーディングおよび DTMF インターワーキングはサポートされていません。
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– メディア バイパスはサポートされていません。

基本的なコール保留の検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

host1/Admin# show services sbc sbc-name sbe 
calls 

SBE 上のすべてのコールをリストします。
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