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メディアリソースグループの概要
メディアリソースグループでは、メディアサーバの論理的なグループ化が定義されます。必

要に応じて、メディアリソースグループを地理上の場所またはサイトと関連付けることがで

きます。さらに、サーバの使用または目的のサービスのタイプ（ユニキャストまたはマルチ

キャスト）を制御するメディアリソースグループを形成することもできます。

システムにはメディアリソースを管理する 2層構造のアプローチがあります。

•メディアリソースグループ：メディアサーバの論理グループ。

•メディアリソースグループリスト：優先順位付けされたメディアリソースグループの一
覧。アプリケーションは、[メディアリソースグループリスト（Media Resource Group
List）]で定義された優先順位に従って、使用可能なメディアリソースから必要なメディ
アリソース（保留音サーバなど）を選択します。メディアリソースグループリストは、

デバイスに関連付けられていて、メディアリソースグループの冗長化を実現しています。

次のタイプのデバイスを、1つのメディアリソースグループにグループ化することができま
す。

•会議ブリッジ（CFB）

•メディアターミネーションポイント（MTP）

•保留音サーバ（MOH）

•トランスコーダ（XCODE）

•アナンシエータ（Annunciator）（ANN）
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メディアリソースが設定された後にメディアリソースグループをまだ定義していない場

合は、すべてのメディアリソースがデフォルトグループに属するため、特定のクラスタ

内のすべての Cisco Unified Communications Managerですべてのメディアリソースを使用
できます。

（注）

[メディアリソースグループリスト（Media Resource Group
List）]

メディアリソースグループリストは、優先順位を付けてメディアリソースグループをグループ

化します。アプリケーションは、[メディアリソースグループリスト（Media Resource Group
List）]で定義された優先順位に従って、使用可能なメディアリソースから必要なメディアリ
ソース（保留音サーバなど）を選択します。メディアリソースグループリストは、デバイス

またはデバイスプールに関連付けられていて、メディアリソースグループの冗長化を実現し

ています。

メディアリソースグループの前提条件
Cisco Unified Communications Managerにはメディアリソースがあり、アナンシエータ、トラン
スコーディング、会議、保留音、メディアターミネーションなどのサービスを提供することを

確認します。

メディアリソースグループのタスクフロー

手順

目的コマンドまたはアクション

メディアリソースグループが、メディア

サーバの論理的なグループ化を定義する

ように設定します。

メディアリソースグループの設定（3
ページ）。

ステップ 1

メディアリソースグループにデバイス

を割り当てます。

メディアリソースグループへのデバイ

スの割り当て（4ページ）。
ステップ 2

デバイスを割り当てる順序は

重要ではありません。

（注）

メディアリソースグループリストを作成

して、メディアリソースグループを優先

メディアリソースグループリストの設

定（4ページ）。
ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

順に並べたリストを指定します。メディ

アリソースグループリストは、デバイ

スまたはデバイスプールに関連付けら

れていて、メディアリソースグループ

の冗長化を実現しています。

デバイスを割り当てる順序は

重要です。

（注）

新規に作成されたメディアリソースグ

ループをメディアリソースグループリス

トに割り当てます。

メディアリソースグループリストへの

メディアリソースグループの割り当て

（5ページ）。

ステップ 4

既存または新規作成メディアリソースグ

ループリストをデバイスまたはデバイス

プールに割り当てます。

デバイスまたはデバイスプールへのメ

ディアリソースの割り当て（6ペー
ジ）。

ステップ 5

メディアリソースに障害が発生したとき

は、メディアリソースの冗長性を確認し

ます。

（任意）メディアリソース冗長性の設

定（6ページ）。
ステップ 6

メディアリソースグループの設定

メディアリソースグループには、エンドポイントまたはエンドポイントのグループに割り当て

るメディアリソースの一覧が含まれています。

手順

ステップ 1 CiscoUnified CMAdministrationで、[メディアリソース（Media Resources）] > [メディアリソー
スグループ（Media Resource Group）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•既存のメディアリソースグループを選択するには、[検索（Find）]をクリックします。
•新しいメディアリソースグループを作成するには、[新規追加（AddNew）]をクリックし
ます。

ステップ 3 [メディアリソースグループの設定（Media Resource Group Configuration）]ウィンドウで各
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 4 グループの [名前（Name）]と [説明（Description）]を入力します。

ステップ 5 [使用可能なメディアリソース（Available Media Resources）]から、このグループに追加するリ
ソースを選択し、矢印を使用してリソースを [選択されたメディアリソース（Selected Media
Resources）]に移動します。
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ステップ 6 （省略可）保留音オーディオにマルチキャストを使用するには、[MOHオーディオにマルチキャ
ストを使用（Use Multi-cast for MOH Audio）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

メディアリソースグループへのデバイスの割り当て

アナンシエータ(ANN)、自動音声応答 (IVR)、会議ブリッジ (CFB)、メディアターミネーショ
ンポイント (MTP)、保留音 (MOH)サーバおよびトランスコーダなどのデバイスを、メディアリ
ソースグループに割り当てることができます。デバイスを割り当てる順序は重要ではありませ

ん。

始める前に

メディアリソースグループの設定（3ページ）。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[メディアリソース（Media Resources）] > [メディアリ
ソースグループ（Media Resource Group）]を選択します。

ステップ 2 既存のメディアリソースグループを設定するには、[メディアリソースグループの検索と一覧
表示]ウィンドウで、適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]をクリックします。

ステップ 3 新しいメディアリソースグループリストを設定するには、[新規追加（Add New）]をクリッ
クします。

ステップ 4 [Available Media Resources]フィールドで、1つまたは複数のデバイスを選択し、下矢印キー
をクリックします。

選択したデバイスが [選択したメディアリソース (selected Media Resources)]フィールドに表示
されます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

メディアリソースグループリストの設定（4ページ）.

メディアリソースグループリストの設定

メディアリソースグループの優先順位付けされたリストの作成このリストは、個々のデバイス

またはデバイスプールに割り当てることができます。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationで [メディアリソース（Media Resources）] > [メディアリソー
スのグループリスト（Media Resource Group List）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•既存のリストを選択するには、[検索（Find）]をクリックします。
•新しいリストを作成するには、[新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 メディアリソースグループリストの [名前（Name）]を入力します。

ステップ 4 [使用可能なメディアリソースグループ（Available Media Resource Groups）]から、追加するグ
ループを選択し、矢印を使用して [選択されたメディアリソースグループ（Selected Media
Resource Groups）]に移動させます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

エンドポイントでこれらのメディアリソースを使用するには、デバイスプール、ゲー

トウェイポート、またはデバイスにリストを割り当てる必要があります。

（注）

メディアリソースグループリストへのメディアリソースグループの

割り当て

始める前に

メディアリソースグループリストの設定（4ページ）。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[メディアリソース（Media Resources）] > [メディアリ
ソースグループ（Media Resource Group）]を選択します。

ステップ 2 既存のメディアリソースグループを設定するには、[メディアリソースグループの検索と一覧
表示 ]ウィンドウから、適切なフィルタを指定し、[検索（Find）]をクリックします。

ステップ 3 [利用可能なメディアリソース]フィールドで、1つまたは複数のメディアリソースを選択し、
下矢印キーをクリックします。

選択したメディアリソースが、[選択したメディアリソース]リストに表示されます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

次のタスク

デバイスまたはデバイスプールへのメディアリソースの割り当て（6ページ）.
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デバイスまたはデバイスプールへのメディアリソースの割り当て

優先順位付きのメディアリソースグループのリストをデバイスプールまたは個別のデバイス

に関連付けることで、エンドポイントにメディアリソースを割り当てます。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CMAdministrationから、[デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択しま
す。

•デバイスプールにメディアリソースを追加するには、[システム（System）] > [デバイス
プール（Device Pools）]を選択します。

•エンドポイントにメディアリソースを直接追加するには、[デバイス（Device）] > [電話
（Phone）]を選択します。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックして、これらのメディアリソースを割り当てるデバイスプールまた
はデバイスを選択します。

ステップ 3 [メディアリソースグループリスト（Media Resource Group List）]ドロップダウンリストか
ら、リストを選択します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 5 [選択項目への設定の適用（Apply Config to Selected）]をクリックします。
デバイス名および適切な設定変更を示した [設定の適用（Apply Configuration）]ウィンドウが
表示されます。

メディアリソース冗長性の設定

メディアリソースグループリストでは、メディアリソースグループの優先リストを指定し

て、メディアリソースの冗長性を確保します。アプリケーションは、メディアリソースリス

トで定義されている優先順位に従って、使用できる対象から必要なメディアリソースを選択で

きます。

メディアリソースグループおよびメディアリソースリストに冗長性を設定するには、「メ

ディアリソースグループの設定（3ページ）」と「[メディアリソースグループリスト（Media
Resource Group List）]（2ページ）」の手順を実行します。
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メディアリソースグループの連携動作と制限事項

メディアリソースグループの連携動作

表 1 :メディアリソースグループの連携動作

連携動作機能

コール処理は、メディアリソースグループリ

ストが選択されている場合に、メディアリソー

スグループリストをデバイスレベルで使用し

ます。リソースが見つからない場合、コール

処理はデフォルトの割り当てからリソースを

取得できます。

メディアリソースグループリストがデバイス

レベルで選択されていない場合だけ、コール

処理はデバイスプール内のメディアリソース

グループリストを使用します。リソースが見

つからない場合、コール処理はデフォルトの

割り当てからリソースを取得できます。

コール処理

アナンシエータを含むメディアリソースグルー

プリストが、会議ブリッジのあるデバイスプー

ルに割り当てられている場合、Cisco Unified
Communications Managerは会議ブリッジにア
ナンシエータリソースのサポートを提供しま

す。

メディアリソースグループリストが、会議を

制御するデバイスに直接割り当てられている

場合、CiscoUnified CommunicationsManagerは
会議ブリッジにアナンシエータリソースのサ

ポートを提供しません。

アナンシエータリソースサポート

ビデオ会議を保留にするときにビデオ会議ブ

リッジだけが使用されるようにするには、そ

のビデオ会議ブリッジをメディアリソースグ

ループに追加します。メディアリソースグ

ループをメディアリソースグループリストに

追加し、ビデオ会議ブリッジを使用するデバ

イスまたはデバイスプールにそのメディアリ

ソースグループリストを割り当てます。

テレビ会議
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メディアリソースグループの制限事項

表 2 :メディアリソースグループの制限事項

説明制限事項

メディアリソースグループリストに割り当てられているメ

ディアリソースグループは、削除できません。

メディアリソースグループの

定義

メディアリソースグループに割り当てられているトランスコー

ダは、削除できません。

トランスコーダの削除

メディアリソースグループに含まれるメディアリソース（会議

ブリッジなど）を削除するには、その前に、そのリソースをメ

ディアリソースグループから削除するか、そのメディアリソー

スを含むメディアリソースグループを削除する必要があること

に注意してください。

メディアリソースの削除
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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。


