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デバイスモビリティの概要
デバイスモビリティを使用すれば、デバイスは、その場所に基づいて設定を想定できます。お

使いのシステムは、デバイスの IPサブネットを使用して、その正確な場所を特定します。ク
ラスタ内でデバイスモビリティを有効にすることで、モバイルユーザは、サイト間をローミ

ングして、サイト固有の設定を取得できます。システムは、このように動的に割り当てられた

設定をコールルーティング、コーデックの選択、メディアリソースの選択などの機能に使用

します。

デバイスモビリティの前提条件
•デバイスモビリティを使用するために、電話機にはダイナミック IPアドレスが必要です。
スタティック IPアドレスが設定されている電話がローミングする場合、Unified
Communications Managerはそのホームロケーションの設定を使用します。

•デバイスモビリティ機能を使用するには、サイト固有の設定を使用してデバイスプール
を設定する必要があります。この章では、デバイスモビリティに関連するデバイスプー

ル設定のみを説明します。デバイスプールの設定の詳細については、Cisco Unified
Communications Managerシステム設定ガイドの「デバイスプールの設定」の章を参照し
てください。

• Cisco Database Layer Monitorサービスを、Cisco CallManagerサービスと同じノードで実行
しておく必要があります

• Cisco TFTPサービスを、クラスタの少なくとも 1つのノードで実行しておく必要がありま
す
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• Cisco Unified Communications Managerロケールインストーラ（英語以外の電話ロケールま
たは国独自のトーンを使用する場合）。

• SCCPまたは SIPのいずれかを実行している電話。

デバイスモビリティの設定タスクフロー

始める前に

•デバイスモビリティの前提条件（1ページ）を確認してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

設定時の必要に応じて、次の手順を実行

します。デバイスごとに、あるいは複数

デバイスモビリティの有効化（4ペー
ジ）を行うには、次のサブタスクのいず

れかまたは両方を実行します。

ステップ 1

のデバイスでの有効化と無効化を組み合

わせて、デバイスモビリティがクラス

タで有効になるように設定できます。
•クラスタ全体でのデバイスモビリ
ティの有効化（4ページ）

•個々のデバイスのデバイスモビリ
ティの有効化（5ページ）

システムがどのネットワークリソース

をデバイスに割り当てるかを決定できる

物理的な場所の設定（5ページ）ステップ 2

ように、地理的場所を設定します。ユー

ザがホームの場所から移動すると、シス

テムは、デバイスが、ローカルメディ

アリソースと、コールに正しく対応す

る帯域幅を使用しているかどうかを確認

します。

デバイスモビリティグループを設定し

て、ダイヤリングパターンが類似して

デバイスモビリティグループの設定（

6ページ）
ステップ 3

いるサイトの論理グループを定義します

（たとえば、US_dmgおよび
EUR_dmg）。ネットワークの規模や範
囲に応じて、デバイスモビリティグ

ループが国、地域、州、プロビンス、市

を表すように指定することもできます。

たとえば、世界的なネットワークを持つ

企業であれば、個々の国を表すデバイス

モビリティグループを選択できます。

一方、国内または地域でのネットワーク
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目的コマンドまたはアクション

を持つ企業は、州、プロビンス、市を表

すデバイスモビリティグループを定義

できます。

デバイスモビリティに使用されるサブ

ネットやデバイスプールなどのデバイ

デバイスモビリティ情報の設定（6
ページ）

ステップ 4

スモビリティ情報を設定します。電話

を登録する際、システムは、[デバイス
モビリティ情報の設定（Device Mobility
Info Configuration）]ウィンドウで設定
されたデバイスモビリティであるサブ

ネットをデバイスの IPアドレスと比較
します。最適な組み合わせでは、IPサ
ブネットマスクでの最大ビット数を使

用します（最長一致ルール）。たとえ

ば、IPアドレス 9.9.8.2は、サブネット
9.9.0.0/16ではなくサブネット 9.9.8.0/24
と一致します。

Unified Communications Managerでは、
デバイスの IPサブネットに基づいてデ

デバイスモビリティのデバイスプール

の設定（7ページ）
ステップ 5

バイスプールを IP Phoneに割り当てま
す。次の手順は、この動作を説明したも

のです。

• IPPhoneは、登録メッセージで自ら
の IPアドレスを送信することによ
り、Unified CommunicationsManager
への登録を試行します。

• UnifiedCommunicationsManagerは、
デバイスの IPサブネットを抽出
し、デバイスモビリティ情報に設

定されているサブネットと照合しま

す。

•サブネットが一致すると、Unified
CommunicationsManagerは、デバイ
スプール設定に基づいて、デバイ

スに新規設定を提供します。

デバイスの現在のデバイスモビリティ

の設定を表示して確認するには、次の手

順に従います。

（任意）ローミングデバイスプールの

パラメータの表示（10ページ）
ステップ 6

デバイスモビリティ
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デバイスモビリティの有効化

設定時の必要に応じて、次の手順を実行します。デバイスごとに、あるいは複数のデバイスで

の有効化と無効化を組み合わせて、デバイスモビリティがクラスタで有効になるように設定で

きます。

手順

目的コマンドまたはアクション

クラスタ内の全デバイスでデバイスモ

ビリティを有効にする場合、サービス

パラメータを有効にします。

クラスタ全体でのデバイスモビリティ

の有効化（4ページ）
ステップ 1

個々のデバイスのデバイスモビリティ

を有効にする場合、または個々のデバイ

個々のデバイスのデバイスモビリティ

の有効化（5ページ）
ステップ 2

スに異なる値を指定する場合は、この手

順を実行します。

クラスタ全体でのデバイスモビリティの有効化

次の手順を使用して、電話機の[電話機の設定（Phone Configuration）] で設定が上書きされて
いる場合を除き、クラスタ全体のすべての電話でデフォルトのデバイスモビリティ設定をオン

に設定するサービスパラメータを設定します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [システム
（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）]。

ステップ 2 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストで、Cisco CallManagerサービスを実行しているノー
ドを選択します。

ステップ 3 [サービス（Service）]ドロップダウンリストから、[Cisco CallManagerサービス（Cisco
CallManager Service）]を選択します。

ステップ 4 [クラスタ全体のパラメータ（デバイス -電話機）（Clusterwide Parameters (Device - Phone)）]
で [デバイスモビリティモード（Device Mobility Mode）]サービスパラメータを [オン（On）]
に設定します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

すでに登録済みのデバイスの場合、この新しい設定を有効にするには Cisco CallManagerサー
ビスを再起動する必要があります。
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次のタスク

個々のデバイスのデバイスモビリティ設定を行うには、個々のデバイスのデバイスモビリティ

の有効化（5ページ）を参照してください。

それ以外の場合は、デバイスモビリティに対応するシステムの設定を開始できます。物理的な

場所の設定（5ページ）に進みます。

個々のデバイスのデバイスモビリティの有効化

個々のデバイスのデバイスモビリティを有効にするには、次の手順を使用します。この設定

は、クラスタ全体のサービスパラメータ [デバイスモビリティモード（DeviceMobilityMode）]
をオーバーライドします。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [デバイス
（Device）] > [電話（Phone）]。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックして、設定するデバイスを選択します。

ステップ 3 [デバイスモビリティモード（DeviceMobilityMode）]ドロップダウンリストから、次のいず
れかを選択します。

• [オン（On）]：このデバイスでデバイスモビリティが有効になります。
• [オフ（Off）]：このデバイスでデバイスモビリティが無効になります。
• [デフォルト（Default）]：デバイスは、クラスタ全体のサービスパラメータ [デバイスモ
ビリティモード（Device Mobility Mode）]の設定を使用します。 これがデフォルト設定

です。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

物理的な場所の設定

デバイスプールに割り当てる物理ロケーションを設定するには、次の手順を使用します。デバ

イスモビリティでは、デバイス登録のロケーションを使用して適切なデバイスプールを割り

当てます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [システム
（System）] > [物理ロケーション（Physical Location）]。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 ロケーションの名前を入力します。

ステップ 4 ロケーションの説明を入力します。
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ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

デバイスモビリティグループの設定

次の手順を使用して、デバイスモビリティグループを設定します。これは、同様のダイヤル

パターンを使用したサイトの論理的なグルーピングです。たとえば、世界規模のネットワーク

を所有する企業は、個々の国を表すデバイスモビリティグループを設定できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [システム
（System）] > [デバイスモビリティ（Device Mobility）] > [デバイスモビリティグループ
（Device Mobility Group）]。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 デバイスモビリティグループの名前を入力します。

ステップ 4 デバイスモビリティグループの説明を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

デバイスモビリティ情報の設定

デバイスモビリティ情報を設定するには、次の手順に従います。この情報は、ローミングデバ

イスの登録先として可能な IPサブネットと、ローミングデバイスに割り当てることができる
対応するデバイスプールを表します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [システム
（System）] > [デバイスモビリティ（Device Mobility）] > [デバイスモビリティ情報（Device
Mobility Info）]。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 デバイスモビリティ情報の名前を入力します。

ステップ 4 ローミングデバイス登録の IPサブネットの詳細を入力します。

•モバイルデバイスに IPv4アドレスを使用している場合は、IPv4サブネットの詳細を入力
します。

•モバイルデバイスに IPv6アドレスを使用している場合は、IPv6サブネットの詳細を入力
します。
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ステップ 5 いずれかのサブネットに登録するローミングデバイスに割り当てるデバイスプールを選択し
ます。矢印を使用して、適切なデバイスプールを [選択されたデバイスプール（SelectedDevice
Pools）]リストボックスから [使用可能なデバイスプール（Available Device Pools）]リスト
ボックスに移動します。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

フィールドと設定オプションの詳細については、システムのオンラインヘルプを参照してくだ

さい。

デバイスモビリティのデバイスプールの設定

デバイスモビリティ用に設定したパラメータを使用してデバイスプールを設定するには、次

の手順を使用します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [システム
（System）] > [デバイスプール（Device Pool）]。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• [検索（Find）]をクリックし、既存のデバイスグループを選択します。
• [新規追加（Add New）]をクリックして新しいデバイスプールを作成します。

ステップ 3 [ローミングに合わせて変化する設定（RoamingSensitiveSettings）]で、以前のデバイスモビリ
ティタスクで設定したパラメータを割り当てます。

• [物理ロケーション（PhysicalLocation）]：ドロップダウンリストから、このデバイスプー
ルに設定する物理ロケーションを選択します。デバイスモビリティは、ローミングデバ

イスにデバイスプールを割り当てるときにこのロケーションを使用します。

• [デバイスモビリティグループ（DeviceMobilityGroup）]：ドロップダウンリストから、
このデバイスプールに設定するデバイスモビリティグループを選択します。

ステップ 4 [デバイスモビリティ関連情報（Device Mobility Related Information）]で次のデバイスモビリ
ティ関連フィールドを設定します。 フィールドと設定オプションの詳細については、システ

ムのオンラインヘルプを参照してください。

• [デバイスモビリティコーリングサーチスペース（DeviceMobilityCallingSearchSpace）]：
このデバイスプールを使用するローミングデバイスが使用する CSSを選択します。

• [AARコーリングサーチスペース（AAR Calling Search Space）]：自動代替ルーティング
（AAR）の実行時にデバイスが使用するコーリングサーチスペースを選択します。

• [AARグループ（AAR Group）]：AARが設定されている場合に、このデバイスの AARグ
ループを選択します。
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• [発呼側トランスフォーメーション CSS（Calling Party Transformation CSS）]：このデバ
イスプールを使用するローミングデバイスの発信側トランスフォーメーション CSSを選
択します。

• [発呼側トランスフォーメーション CSS（Calling Party Transformation CSS）]
は、[電話の設定（Phone Configuration）]ウィンドウの [デバイスプールの発呼
側トランスフォーメーション CSSを使用（Use Device Pool Calling Party
Transformation CSS）]チェックボックスがオフの場合でも、ローミングデバイ
スのデバイスレベルの設定をオーバーライドします。

• [着信側トランスフォーメーション CSS（Called Party Transformation CSS）]設定
は、ローミングデバイスではなくゲートウェイに適用されます。

（注）

ステップ 5 [デバイスプールの設定（Device Pool Configuration）]ウィンドウのその他のフィールドを設定
します。フィールドと設定オプションの詳細については、システムのオンラインヘルプを参

照してください。

ステップ 6 [保存（Save）]をクリックします。

デバイスモビリティのデバイスプールフィールド

次の表には、デバイスモビリティの設定に関連する [デバイスプールの設定（ Device Pool
Configuration）]ウィンドウの設定が含まれています。

説明フィールド

ローミングに依存する設定

ドロップダウンリストから、このデバイス

プールの物理的な場所を選択します。システ

ムは、デバイスモビリティ機能と物理的な場

所を使用して、特定の地理的な場所に関係す

るパラメータを識別します。

物理ロケーション

ドロップダウンリストから、デバイスモビリ

ティグループを選択します。

デバイスモビリティグループ

[デバイスモビリティ関連情報（Device Mobility Related Information）]

ドロップダウンリストから、デバイスが同じ

デバイスモビリティグループ内でローミング

しているときに、デバイスのコーリングサー

チスペースとして使用されるコーリングサー

チスペースを選択します。

デバイスモビリティコーリングサーチスペー

ス

デバイスモビリティ
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説明フィールド

ドロップダウンリストから、自動代替ルーティ

ング（AAR）の実行時に使用するデバイスの
コーリングサーチスペースを選択します。

AARコーリングサーチスペースは、帯域幅
不足が原因でコールがブロックされた場合に、

収集された（発信側）番号の他のルーティン

グ方法を決定するために検索されるルートパー

ティションのコレクションです。

[AARコーリングサーチスペース（AAR
Calling Search Space）]

ドロップダウンリストから、このデバイスの

AARグループを選択します。AARグループ
は、帯域幅不足のためにブロックされるコー

ルをルーティングするために使用するプレ

フィックス番号を提供します。AARグループ
設定を [なし（None）]にすると、ブロックさ
れたコールの再ルーティングは行われません。

[AARグループ（AAR Group）]

この設定により、デバイスの発信者番号をロー

カライズできます。選択した発呼側トランス

フォーメーションCSSに、このデバイスプー
ルに割り当てる発呼側トランスフォーメーショ

ンパターンが含まれていることを確認してく

ださい。

コールを発信する前に、デバイスは

番号分析を使用してトランスフォー

メーションを適用する必要がありま

す。デバイス設定ウィンドウで、[な
し（None）]を選択して、[デバイス
プールの発呼側トランスフォーメー

ション CSSの使用（Use Device Pool
Calling Party Transformation CSS）]
チェックボックスをオンにした場合

は、変換が一致せず、適用されませ

ん。ルーティングに使用されていな

いパーティション内の発呼側トラン

スフォーメーションパターンが設定

されていることを確認してくださ

い。

（注）

[発呼側トランスフォーメーション CSS
（Calling Party Transformation CSS）]

デバイスモビリティ
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説明フィールド

この設定により、デバイスの着信者番号をロー

カライズできます。選択した着信側トランス

フォーメーションCSSに、このデバイスプー
ルに割り当てる着信側トランスフォーメーショ

ンパターンが含まれていることを確認してく

ださい。

[なし（None）]を選択した場合は、
変換が一致せず、適用されません。

ルーティングに使用されていない

パーティション内の着信側トランス

フォーメーションパターンが設定さ

れていることを確認してください。

（注）

[着信側トランスフォーメーションCSS（Called
Party Transformation CSS）]

ローミングデバイスプールのパラメータの表示

次の手順を使用して、デバイスの現在のデバイスモビリティ設定を表示および確認します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CMの管理（Cisco Unified CM Administration）]から選択します。 [デバイス
（Device）] > [電話（Phone）]。

ステップ 2 検索条件を入力して [検索（Search）]をクリックし、デバイスモビリティモードが有効なデ
バイスを見つけます。

ステップ 3 [デバイスモビリティモード（Device Mobility Mode）]の横の [現在のデバイスモビリティの
設定を表示する（View Current Device Mobility Settings）]をクリックします。

ローミングデバイスプールの設定が表示されます。デバイスがローミングしない場合には、

ホームの場所の設定が表示されます。

デバイスモビリティ
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デバイスモビリティの連携動作

表 1 :デバイスモビリティの連携動作

データのやり取り機能

発信側の正規化は、一部の電話機のダイヤリング機能を強化し、コー

ルが複数の地理的場所にルーティングされる場合のコールバック機能

を改善します。つまり、この機能を使用すれば、着信側が電話機の通

話履歴ディレクトリ内の電話番号を変更しなくてもコールバックでき

ます。加えて、発信側の正規化を使用すれば、電話番号のグローバル

化とローカル化が可能になるため、正しい発信者番号が電話機に表示

されます。

発信側の正規化

デバイスが同一のデバイスモビリティグループ内をローミングして

いるとき、Unified Communications Managerはローカルゲートウェイ
への到達にデバイスモビリティ CSSを使用します。ユーザが電話で
不在転送（CFA）を設定し、CFACSSが [なし（None）]に設定され、
CFA CSSアクティベーションポリシーが [デバイス/回線 CSSのアク
ティブ化を使用（With Activating Device/Line CSS）]に設定されてい
る場合は、デバイスの場所に応じて、次のように動作が異なります。

•デバイスがホームの場所に設置されている場合は、デバイスCSS
と回線 CSSが CFA CSSとして使用されます。

•デバイスが同じデバイスモビリティグループ内をローミングし
ている場合は、ローミングデバイスプールからのデバイスモビ

リティ CSSと回線 CSSが CFA CSSとして使用されます。

•デバイスが別のデバイスモビリティグループ内をローミングし
ている場合は、デバイス CSSと回線 CSSが CFA CSSとして使用
されます。

ローミング

デバイスモビリティ
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デバイスモビリティの制限事項

表 2 :デバイスモビリティの制限事項

説明制約事項

デバイスモビリティ機能は、Unified Communications Managerに登録
されているデバイスの IPv4アドレスまたは IPv6アドレスによって異
なります。

•デバイスモビリティを使用するために、電話にはダイナミック
IPv4アドレスまたは IPv6アドレスが必要です。

•ネットワークアドレス変換（NAT）またはポートアドレス変換
（PAT）を使用してデバイスに IPアドレスが割り当てられてい
る場合、登録時に提供する IPアドレスは、デバイスの実際の IP
アドレスに一致しない可能性があります。

• Cisco IP電話が IPv4のみのスタックまたは IPv6のみのスタック
をサポートする場合、定義された IPアドレッシングモードの設
定に基づいて、電話は IPv4または IPv6デバイスモビリティ情報
のいずれかと再度関連付けられます。たとえば、電話が IPv6設
定を使用して定義されているが一致するデバイスモビリティ情

報（IPv6サブネットおよびマスクサイズ）がない場合、IPv4と
関連付けられます。一致する IPv6デバイスモビリティ情報を追
加すると、電話は IPv6デバイスモビリティ情報と再度関連付け
られます。

IPアドレス

デバイスモビリティ
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