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H.323 トランクの概要
H.323 を導入している場合は、H.323 トランクがリモート クラスタと、ゲートウェイなどのそ
の他の H.323 デバイスに接続を提供します。H.323 トランクは、Unified Communications Manager
がクラスタ内通信でサポートするオーディオ コーデックおよびビデオ コーデックのほとんど
をサポートします。ただし、広帯域オーディオおよび広帯域ビデオについてはサポートしませ
ん。H.323 トランクは、コール制御シグナリング用に H.225 プロトコルを使用し、メディア シ
グナリング用に H.245 プロトコルを使用します。
Cisco Unified CM Administration で、クラスタ間トランク（ゲートキーパー非制御）トランク タ
イプとプロトコル オプションを使用して H.323 トランクを設定できます。
非ゲートキーパー H.323 導入環境の場合は、Unified Communications Manager が IP WAN 経由で
コールできるように、リモート クラスタ内の各デバイス プールに個別のクラスタ間トランク
を設定する必要があります。クラスタ間トランクは、リモート デバイスの IPv4 アドレスまた
はホスト名を静的に指定します。
単一のトランクには最大 16 件の宛先アドレスを設定できます。
クラスタ間トランク
2 つのリモート クラスタ間にクラスタ間トランク接続を設定する場合は、一方のトランクが使
用する宛先アドレスがリモート クラスタのトランクが使用するコール処理ノードと一致するよ
うに、クラスタごとにクラスタ間トランクを設定し、トランク設定を一致させる必要がありま
す。次に例を示します。
• リモート クラスタ トランクが [すべてのアクティブ ノードで実行（Run on all Active Nodes）]
を使用する：リモート クラスタ トランクは、コール処理とロード バランシングにすべて
のノードを使用します。ローカル クラスタ内から始まるローカル クラスタ間トランクで
は、リモート クラスタ内の各サーバの IP アドレスまたはホスト名を追加します。
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• リモート クラスタで [すべてのアクティブノードで実行（Run on all Active Nodes）] を使
用しない：リモート クラスタ トランクは、コール処理およびロード バランシング用にト
ランクのデバイス プールに割り当てられた Unified Communications Manager グループのサー
バを使用します。ローカルのクラスタ間トランク設定では、リモート クラスタ トランク
のデバイス プールで使用される Unified Communications Manager グループから各ノードの
IP アドレスまたはホスト名を追加する必要があります。
セキュアなトランク
H.323 トランクのセキュアなシグナリングを設定するには、トランクに IPSec を設定する必要
があります。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。メディア暗号化を許可するようにトランクを設定するには、[トランク
の設定（Trunk Configuration）] ウィンドウで [SRTP を許可する（SRTP allowed）] チェックボッ
クスをオンにします。

（注）

ゲートキーパーは今では広く使用されていませんが、ゲートキーパー制御のトランクを
使用するように H.323 導入を設定することもできます。ゲートキーパー制御のトランクを
設定する方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager リリース 10.0(1)
アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

H.323 トランクの前提条件
H.323 導入トポロジを計画します。クラスタ間トランクの場合は、対応するリモートクラスタ
トランクがコール処理とロードバランシングにどのサーバを使用するかを明確化します。リ
モートクラスタ内のトランクによって使用される各コール処理サーバに接続するように、ロー
カルクラスタ間トランクを設定する必要があります。
トランクでのロードバランシングのためにトランクデバイスプールに割り当てられた Cisco
Unified Communications Manager を使用している場合は、「トランクの設定」の章の「デバイス
プール設定のコア設定のタスクフロー」セクションの設定を実行します。

H.323 トランクの設定
H.323 を導入したトランクを設定するには、次の手順を使用します。
手順

ステップ 1

Cisco Unified CM 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。
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ステップ 3

[トランクタイプ（Trunk Type）] ドロップダウン リスト ボックスから、[クラスタ間トランク
（ゲートキーバー制御なし）（Inter-Cluster Trunk (Non-Gatekeeper Controlled)）] を選択します。

ステップ 4

[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リスト ボックスから、[クラスタ間トランク
（Inter-Cluster Trunk）] を選択します。

ステップ 5

[デバイス名（Device Name）] テキストボックスに、トランクの一意の識別子を入力します。

ステップ 6

[デバイスプール（Device Pool）] ドロップダウン リスト ボックスから、このトランクに設定
したデバイスプールを選択します。

ステップ 7

このトランクの処理のためにローカルクラスタのすべてのノードを使用するには、[すべての
アクティブな Unified CMノードで実行する（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

暗号化されたメディアをトランクで許可するには、[SRTPの許可（SRTP Allowed）] チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 9

H.235 パススルーを設定するには、[H.235パススルーを許可（H.235 Pass Through Allowed）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 10

[リモートのCisco Unified CM情報（Remote Cisco Unified Communications Manager Information）]
セクションで、このトランクの接続先のリモートサーバごとに 1 つの IP アドレスまたはホス
ト名を入力します。
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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。

