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SIP トランクの概要
コール制御シグナリングの SIP を展開している場合、SIP ゲートウェイ、SIP プロキシ サーバ、
Unified Communications アプリケーション、リモート クラスタ、またはセッション管理エディ
ションなどの外部デバイスに Cisco Unified Communications Manager を接続する SIP トランクを
設定します。
Cisco Unified CM Administration の内部で、[SIP Trunk Configuration] ウィンドウには、Cisco
Unified Communications Manager が SIP コールの管理に使用する SIP シグナリング設定が含まれ
ています。
SIP トランクに対して最大 16 の異なる宛先アドレスを割り当てることができます。IPv4 また
は IPv6 のアドレス指定、完全修飾ドメイン名、または 1 つの DNS SRV レコードを使用できま
す。
SIP トランクでは、次の機能を設定できます。
• 回線と名称識別サービス
• 遅延されたサービス、初期オファー、ベストエフォート
• 信号およびメディア認証と暗号化
• メディア暗号化（SRTP）
• デュアルスタックのサポート
• ビデオ
• BFCP を使用したプレゼンテーションの共有
• 遠端カメラ制御
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• DTMF リレー
• 発信側の正規化
• URI ダイヤル
• Q.SIG サポート
• T.38 ファクス サポート
• SIP OPTIONS
• DTMF シグナリングの選択

（注）

クラスタ A からクラスタ B で小規模 IP テレフォニー（SIPT）の Q.SIG を有効にした場
合、匿名またはテキストで "INVITE" を受領しても、Cisco Unified Communications Manager
は "INVITE" を Q.SIG データにエンコードしません。リーフ クラスタで同じようにデコー
ドすると、何も表示されず、空の番号が転送されます。

（注）

Q.SIG を有効にすると、URI ダイヤルが予期したとおりに応答しません。Q.SIG を無効に
すると、Cisco Call Back が 2 つのクラスタ間で応答しません。

IPv6 デュアル スタックのサポート
共通デバイス設定で IP アドレッシングモードを設定し、その設定を SIP トランクに適用する
ことによって、IPv6 デュアル スタックをサポートする SIP トランクを設定することもできま
す。

（注）

クラスタ全体のサービス パラメータを使用して、クラスタ全体に IPv6 を設定することも
できます。ただし、共通デバイス設定の設定値は、クラスタ全体のデフォルト値よりも
優先されます。

安全な SIP トランク
SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定して、ダイジェスト認証、シグナリングとメ
ディアの暗号化などのセキュリティで自分のトランクを設定することもできます。このプロ
ファイルにはダイジェスト認証や TLS シグナリングが含まれ、そのプロファイルをネットワー
クの SIP トランクに関連付けます。トランクでコール メディアを暗号化できるようにするに
は、トランクで SRTP メディアを許可するように設定する必要もあります。
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SIP トランク セキュリティ プロファイルの概要
ネットワーク内の各 SIP トランクに SIP トランクセキュリティプロファイルを割り当てる必要
があります。デフォルトでは、Cisco Unified Communications Manager がすべての SIP トランク
に、事前に定義された非セキュアな SIP トランク セキュリティ プロファイルを適用します。
SIP トランク セキュリティ プロファイルを使用することにより、ネットワークの SIP トランク
の TLS シグナリング暗号化とダイジェスト認証のようなセキュリティを設定できます。SIP ト
ランク セキュリティ プロファイルを設定し、そのプロファイルを SIP トランクに割り当てる
と、プロファイルのセキュリティの設定がトランクに適用されます。
ネットワークに異なる SIP トランクの設定がある場合に、複数の SIP トランク セキュリティ
プロファイルを設定することで、さまざまなセキュリティ要件に対応できます。

（注）

ネットワークにセキュリティを設定するには、CTLクライアントをセットアップし、IPSec
を設定する必要もあります。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager セ
キュリティ ガイド』を参照してください。

SIP トランク設定の前提条件
SIP トランクを設定する前に、次の操作を実行してください。
• トランク接続を理解できるようにネットワークトポロジを計画します。
• トランクを接続するデバイスと、それらのデバイスが SIP を実装する方法を理解している
ことを確認します。これらのデバイスが SIP を実装している場合は、SIP 正規化スクリプ
トを適用する必要がある場合があります。
• トランク用の SIP プロファイルを設定します。
さらに、SIP トランクを設定する前に、次の設定を構成します。
• SIP の正規化および透過性の設定タスク フロー
• SIP プロファイルの設定

SIP トランクの設定タスク フロー
手順
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1 SIP トランク セキュリティ プロファイ SIP トランクに適用する任意のセキュリ
ルの設定 （4 ページ）
ティ設定を使用して、SIP トランク セ
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コマンドまたはアクション

目的
キュリティプロファイルを設定します。
たとえば、ダイジェスト認証、デバイス
セキュリティ モード、および SIP シグ
ナリングのTLS暗号化を設定できます。
SIP トランク セキュリティ プロファイ
ルを設定しなければ、デフォルトで、
Cisco Unified Communication Manager に
よって非セキュアの SIP トランク セキュ
リティ プロファイルが適用されます。

ステップ 2 共通デバイス設定の構成 （5 ページ）

トランクの共通デバイス設定を実行しま
す。デュアルスタックトランクの場合、
IP アドレッシングの優先順位を設定し
ます。

ステップ 3 SIP トランクの設定 （6 ページ）

ネットワークの SIP トランクを設定しま
す。[トランクの設定（Trunk
Configuration）] ウィンドウで、トラン
クの SIP 設定を実行します。SIP プロ
ファイル、SIP トランク セキュリティ
プロファイル、および共通デバイス設定
を SIP トランクに割り当てます。また、
トランク接続に必要な SIP の正規化およ
び透過性スクリプトを割り当てます。た
とえば、SIP トランクが Cisco
TelePresence VCS に接続する場合、
vcs-interop スクリプトを SIP トランクに
割り当てる必要があります。

SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定
ダイジェスト認証や TLS シグナリング暗号化などのセキュリティ設定を使用して、SIP トラン
クのセキュリティ プロファイルを設定します。プロファイルを SIP トランクに割り当てると、
トランクはセキュリティプロファイルの設定を取得します。

（注）

SIP トランクに SIP トランクのセキュリティ プロファイルを割り当てない場合、Cisco
Unified Communications Manager は、デフォルトで非セキュアプロファイルを割り当てま
す。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] >
[SIPトランクのセキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] を選択します。
ステップ 2 [新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 3 TLS を使用した SIP シグナリング暗号化を有効化するには、次の手順を実行します。
a)

[デバイスのセキュリティモード（Device Security Mode）] ドロップダウン リストから、[暗
号化（Encrypted）] を選択します。

b) [着信転送タイプ（Incoming Transport Type）] および [発信転送タイプ（Outgoing Transport
Type）] のドロップダウン リストから、[TLS] を選択します。
c)

デバイスの認証用に、[X.509 のサブジェクト名（X.509 Subject Name）] フィールドに X.509
証明書のサブジェクト名を入力します。

d) [着信ポート（Incoming Port）] フィールドに、TLS リクエストを受信するポートを入力し
ます。TLS のデフォルトは 5061 です。
ステップ 4 ダイジェスト認証を有効にするには、次の内容を実行します。
a)

[ダイジェスト認証を有効化（Enable Digest Authentication）] チェックボックスをオンにし
ます。

b) システムが新しいナンスを生成するまでの時間（秒数）を [ナンス有効時間（Nonce Validity
Time）] に入力します。デフォルトは 600（10 分）です。
c)

アプリケーションのダイジェスト認証を有効にするには、[アプリケーションレベル認証を
有効化（Enable Application Level Authorization）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [SIP トランク セキュリティ プロファイルの設定（SIP Trunk Security Profile Configuration）] ウィ
ンドウで追加フィールドを設定します。フィールドとその設定オプションの詳細については、
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。
（注）

トランクが設定を使用できるように、[トランクの設定（Trunk Configuration）] ウィン
ドウで、このプロファイルをトランクに割り当てる必要があります。

共通デバイス設定の構成
共通デバイス設定は、任意指定のユーザ固有の機能属性で構成されます。IPv6 を導入している
場合は、この設定を使用して SIP トランクまたは SCCP 電話に IPv6 優先設定を割り当てるこ
とができます。
手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administration から、[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device
Settings）] > [共通デバイス設定（Common Device Configuration）] を選択します。
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ステップ 2 [新規追加（Add New）] をクリックします。
ステップ 3 SIP トランク、SIP 電話または SCCP 電話の場合、[IPアドレッシングモード（IP Addressing
Mode）] ドロップダウン リストの値を選択します。
• [IPv4 のみ（IPv4 Only）] —デバイスはメディアやシグナリングに IPv4 アドレスだけを使
用します。
• [IPv6 のみ（IPv6 Only）] —デバイスはメディアやシグナリングに IPv6 アドレスだけを使
用します。
• [IPv4 および IPv6（IPv4 and IPv6）] —（デフォルト）デバイスはデュアルスタック デバイ
スで、利用できる IP アドレスのタイプを使用します。両方の IP アドレスのタイプがデバ
イスに設定されている場合、デバイスのシグナリングには、[シグナリグ用 IP アドレッシ
ング モード優先設定（IP Addressing Mode Preference for Signaling）] 設定を使用し、メディ
ア デバイスには、[メディア用 IP アドレッシング モード優先設定（IP Addressing Mode
Preference for Media）] エンタープライズ パラメータの設定を使用します。
ステップ 4 前のステップで IPv6 を設定した場合は、[シグナリング用のIPアドレッシングモード（IP
Addressing Mode for Signaling）] ドロップダウンリストで IP アドレッシング設定を指定します。
• [IPv4（IPv4）]—デュアル スタック デバイスでシグナリングに IPv4 アドレスを優先して
使用します。
• [IPv6（IPv6）]—デュアル スタック デバイスでシグナリングに IPv6 アドレスを優先して
使用します。
• [システム デフォルトを使用（Use System Default）]—デバイスは、[シグナリグ用 IP アド
レッシング モード優先設定（IP Addressing Mode Preference for Signaling）] エンタープライ
ズ パラメータの設定を使用します。
ステップ 5 [共通デバイス設定（Common Device Configuration）] ウィンドウで、残り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。

SIP トランクの設定
SIP トランクを設定するには、この手順を使用します。1 つの SIP トランクには最大 16 個の宛
先アドレスを割り当てることができます。
手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administration から、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] を選択しま
す。

ステップ 2

[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3

[トランクタイプ（Trunk Type）] ドロップダウン リストから [SIPトランク（SIP Trunk）] を選
択します。
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ステップ 4

[プロトコルタイプ（Protocol Type）] ドロップダウン リストから、導入環境に適した SIP トラ
ンクのタイプを選択し、[次へ（Next）] をクリックします。
• [なし（None）]（デフォルト）
• [Call Control Discovery（コール制御検出）]
• [クラスタ間のエクステンション モビリティ（Extension Mobility Cross Cluster）]
• [Cisco Intercompany Media Engine]
• [IP マルチメディア システム サービス コントロール（IP Multimedia System Service
Control）]

ステップ 5

（任意）このトランクに共通デバイス設定を適用する場合は、ドロップダウン リストから設定
を選択します。

ステップ 6

暗号化されたメディアをトランクを介して送信する場合は、[SRTPを許可（SRTP Allowed）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

すべてのクラスタ ノードに対してトランクを有効化する場合は、[すべてのアクティブなUnified
CMノードで実行（Run on All Active Unified CM Nodes）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

SIP トランクの宛先アドレスを設定します。
a)

[宛先アドレス（Destination Address）] テキストボックスに、トランクに接続するサーバま
たはエンドポイントの IPv4 アドレス、完全修飾ドメイン名、または DNS SRV レコードを
入力します。

b) トランクがデュアル スタック トランクの場合は、[宛先アドレス IPv6（Destination Address
IPv6）] テキスト ボックスに、トランクに接続するサーバーまたはエンドポイントの IPv6
アドレス、完全修飾ドメイン名、または DNS SRV レコードを入力します。
c)

宛先が DNS SRV レコードの場合は、[宛先アドレスは SRV（Destination Address is an SRV）]
チェック ボックスをオンにします。

d) 接続先を追加するには、[+] をクリックします。
ステップ 9

[SIP トランク セキュリティプロファイル（SIP Trunk Security Profile）] ドロップダウン リス
ト ボックスから、このトランクに SIP トランク セキュリティプロファイルを割り当てます。
このオプションを選択しない場合は、非セキュアプロファイルが割り当てられます。

ステップ 10

[SIPプロファイル（SIP Profile）] ドロップダウン リストから、SIP プロファイルを割り当てま
す。

ステップ 11

（任意） この SIP トランクに正規化スクリプトを割り当てる場合は、[正規化スクリプト
（Normalization Script）] ドロップダウン リストから、割り当てるスクリプトを選択します。

ステップ 12

[Trunk Configuration] ウィンドウのその他のフィールドを設定します。 フィールドとその設定
オプションの詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。

