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拡張ロケーションのコールアドミッションコントロール

の概要
拡張場所コール受付制御 (CAC)を使用すると、複雑なWANトポロジに加え、複数のクラスタ
が同じアップリンクを使用して同じ物理サイトのデバイスを管理する分散導入のWAN帯域幅
を制御できます。拡張位置の位置CACでは、他のビデオコールとは別のテレプレゼンスなど、
イマーシブビデオコールのコールの入園を制御することもできます。

これにより、クラスタが互いに通信し、ロケーションに割り当てられている帯域幅をクラスタ

間で予約、解放、および調整でき、クラスタ間のロケーションを「共有」できるようになりま

す。1

ネットワークモデリング

システムでメディアをどのように処理するかを定義するには、場所とリンクの概念を中心とし

たネットワークモデルを構成します。

1
場所メディア資源オーディオビットレート方針：このパラメータは、トランスコーダなどのメディアリソースがメディア経路に挿入された場

合とより複雑なシナリオの場合に、オーディオ専用コールの相手のロケーション内およびロケーション間のオーディオ帯域幅プールから削減

するビットレート値を決定します。このサービスパラメータは、いずれかのコールレッグにメディアが存在しない場合、何の影響も及ぼし

ません。このような場合、場所の帯域幅マネージャーは、その場所の利用可能な帯域幅から送信元の宛先に対して設定されている最大ホップ

帯域幅を deductsします。
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場所は、ローカルエリアネットワーク (LAN)を表します。エンドポイントを包含したり、WAN
ネットワークモデリングのリンク間の通過ロケーションとして機能したりできます。

リンク相互接続位置は、位置間の利用可能な帯域幅を定義するために使用される。リンクは

WANリンクを表します。

重量は、帯域幅経路の測定です。重み付けは「コスト」を「有効経路」に割り当てるためにリ

ンク上で使用されます。重み付けは任意の2ロケーション間の経路が複数存在する場合にのみ
適用されます。

システムは、すべての場所からすべての場所に対して最短のパス (コスト)を計算し、有効なパ
スを作成します。これらは、全体的な重量が最小で、最も効率的な経路です。

システムは、ネットワークモデルが示すリンクの帯域幅を、元の場所から終端位置に追跡しま

す。

ロケーション帯域幅マネージャ

位置帯域幅マネージャー (LBM)サービスは、ソースの場所から移行先の場所への実効パスを
計算します。この機能は、UnifiedCommunicationsManagerのコール制御による帯域幅要求の処
理や、クラスタ内およびクラスタ間での帯域幅情報のレプリケートなど、内部の便利な機能を

提供します。この機能によって、この機能が保守管理に提供する設定情報およびリアルタイム

情報を見つけることができます。

場所メディア資源オーディオビットレート方針：このパラメータは、トランスコーダなどのメ

ディアリソースがメディア経路に挿入された場合とより複雑なシナリオの場合に、オーディオ

専用コールの相手のロケーション内およびロケーション間のオーディオ帯域幅プールから削減

するビットレート値を決定します。このサービスパラメータは、いずれかのコールレッグに

メディアが存在しない場合、何の影響も及ぼしません。このような場合、場所の帯域幅マネー

ジャーは、その場所の利用可能な帯域幅から送信元の通知先に設定されている最大ホップ帯域

幅を deductsします。

クラスタ間拡張ロケーションのコールアドミッションコントロール

クラスタによる拡張機能は、拡張された場所の CACネットワークモデリングを複数のクラス
タにわたって拡張します。各クラスタは、独自のネットワークトポロジを管理します。次に、

それらのトポロジを lbmトランクレプリケーションネットワークで設定されている他のクラス
タに propogateします。

共有場所は、LBMレプリケーションネットワークに参加しているクラスタに同じ名前で設定
されている場所です。

この場所の種類は、次の目的で使用されます。

•クラスタが、設定された各トポロジーを互いに共有できるようにする

•同じ場所で CACを実行するには、複数のクラスタを使用します。
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拡張ロケーションコールアドミッション制御の前提条件
• Unified CMと LBMは、IP電話、ゲートウェイ、H.323トランク接続先、および SIPトラ
ンク接続先を含む、あらゆるタイプのエンドデバイスの帯域幅を管理します。ただし、ク

ラスタの中で拡張された位置には、CACでは、システムシャドウの場所 (他の場所へのリ
ンクを持たず、帯域の割り当てを行わない)に割り当てられた SIPインタークラスタトラ
ンクが必要です。他のタイプのデバイスは、一般（固定）ロケーションに割り当てられて

いる場合にのみサポートされます。

• Unified CommunicationsManagerおよび LBMは、メディアリソースの帯域幅は管理しませ
ん。メディアリソースがコールの帯域幅要件を変更した場合は、カスタマーが最小帯域幅

と最大帯域幅のどちらを予約するかを決定するグローバルオプション設定を変更できま

す。

拡張ロケーションコールアドミッション制御のタスク

フロー

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco Location BandwidthManagerサービ
スが有効化されているか確認します。新

LBMサービスの有効化（5ページ）ステップ 1

しいシステムをインストールする場合、

任意のノードのサービスを手動で有効に

する必要があります。拡張ロケーション

CACが正常に動作するには、このサー
ビスのインスタンスが各クラスタで実行

されている必要があります。

LBMが同じノードで実行されていない
場合は、LBMグループを設定し、サー

LBMグループの作成（5ページ）ステップ 2

バにこの LBMグループを割り当てま
す。LBMグループでは、ネットワーク
の遅延およびパフォーマンスを最適化で

きます。各サーバは、LBMサービスと
通信して、各コールで使用可能な帯域幅

を特定し、各通話時間の帯域幅を除外し

ます。

一元化されたコール処理システムで実装

コールアドミッション制御を実装する

ロケーションとロケーションリンクの

設定（6ページ）
ステップ 3
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3

拡張ロケーションコールアドミッション制御の設定

拡張ロケーションコールアドミッション制御の前提条件



目的コマンドまたはアクション

ロケーションを設定します。ロケーショ

ンは、ローカルエリアネットワーク

（LAN）を表しており、エンドポイント
を含むか、ワイドエリアネットワーク

（WAN）のネットワークモデリングの
リンク間の中継場所として機能します。

ロケーションでは、ロケーション内部だ

けでなく、ロケーションの内外でも帯域

幅アカウンティングを使用できます。リ

ンクでは、ロケーションとインターコネ

クトロケーション間の帯域幅アカウン

ティングを使用できます。

デフォルトの無制限帯域幅が不要になっ

た場合は、内部ロケーションの帯域幅を

（任意）ロケーション間帯域幅の割り

当て（7ページ）
ステップ 4

ロケーションに割り当てます。デフォル

トでは、新しいロケーションを作成する

と、オーディオ帯域幅が無制限、ビデオ

帯域幅が384kbps、実体験ビデオ帯域幅
は 384 kbpsで、新しく追加したロケー
ションからHub_Noneへのリンクも追加
されます。この再割り当てを調整して、

ネットワークモデルに一致させること

ができます。

ハブとして機能する LBMサーバで、リ
モートクラスタのLBMサーバを検索で

外部通信の確立（7ページ）ステップ 5

きるように、LBMハブグループを設定
します。この手順では、このクラスタと

の外部通信を確立します。LBMハブグ
ループが割り当てられると、LBMサー
ビスはハブとして機能します。LBMハ
ブグループが割り当てられている LBM
サービスはすべて、同じ、または重複す

るLBMハブグループが割り当てられて
いるその他すべての LBMサーバとの通
信を確立します。

SIPクラスタ間トランク（ICT）をシャ
ドウロケーションに割り当て、適切な

拡張ロケーションコールアドミッショ

ン向け SIPクラスタ間トランクの設定
（8ページ）

ステップ 6

クラスタ間オペレーションを確立しま

す。SIPトランクが、SIPゲートウェイ
などの特定のロケーションのデバイスに

リンクされている場合は、通常のロケー
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目的コマンドまたはアクション

ションに割り当てることができます。

シャドウロケーションは、他のロケー

ションへのリンクを含まず、帯域幅も割

り当てられていない特別なロケーション

です。

オーディオ帯域幅とビデオ帯域幅の除外

分をビデオコール用の別のプールに分

（任意）ビデオ通話の音声プールから

の音声帯域幅の控除（9ページ）
ステップ 7

割する場合は、次の手順を使用します。

デフォルトでは、ビデオプールの音声

ストリームとビデオストリームの両方

の帯域幅要件が、システムによってビデ

オコール用に差し引かれます。

LBMサービスの有効化
Cisco Location Bandwidth Managerサービスが有効化されているか確認します。新しいシステム
をインストールする場合、任意のノードのサービスを手動で有効にする必要があります。拡張

ロケーション CACが正常に動作するには、このサービスのインスタンスが各クラスタで実行
されている必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Serviceabilityから、[ツール（Tools）] > [サービスのアクティブ化（Service
Activation）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストからサーバを選択し、[移動（Go）]をクリックしま
す。

ステップ 3 必要に応じて、[Cisco Location Bandwidth Manager]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

LBMグループの作成
LBMが同じノードで実行されていない場合は、LBMグループを設定し、サーバにこの LBM
グループを割り当てます。LBMグループでは、ネットワークの遅延およびパフォーマンスを
最適化できます。各サーバは、LBMサービスと通信して、各コールで使用可能な帯域幅を特
定し、各通話時間の帯域幅を除外します。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム（System）] > [ロケーション情報（Location
Info）] > [ロケーション帯域幅マネージャグループ（Location Bandwidth Manager Group）]
を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

•既存の LBMグループの設定を変更するには、[検索（Find）]をクリックし、結果のリス
トから既存の LBMグループを選択します。

•新しい LBMグループを追加するには、[新規追加（Add New）] をクリックします。

ステップ 3 [Location BandwidthManagerグループの設定（Location BandwidthManager 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 4 [保存（Save）]をクリックします。

ロケーションとロケーションリンクの設定

一元化されたコール処理システムで実装コールアドミッション制御を実装するロケーションを

設定します。ロケーションは、ローカルエリアネットワーク（LAN）を表しており、エンド
ポイントを含むか、ワイドエリアネットワーク（WAN）のネットワークモデリングのリンク
間の中継場所として機能します。ロケーションでは、ロケーション内部だけでなく、ロケー

ションの内外でも帯域幅アカウンティングを使用できます。リンクでは、ロケーションとイン

ターコネクトロケーション間の帯域幅アカウンティングを使用できます。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム（System）] > [ロケーション情報（Location
Info）] > [ロケーション（Location）]を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

•既存のロケーションの設定を変更するには、[検索（Find）]をクリックし、結果のリスト
から既存のロケーションを選択します。

• [追加（Add）]をクリックして、カタログに新しい項目を追加します。

ステップ 3 [ロケーションの設定（LocationConfiguration）]ウィンドウ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 4 [保存（Save）]をクリックします。

拡張ロケーションコールアドミッション制御の設定
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ロケーション間帯域幅の割り当て

デフォルトの無制限帯域幅が不要になった場合は、内部ロケーションの帯域幅をロケーション

に割り当てます。デフォルトでは、新しいロケーションを作成すると、オーディオ帯域幅が無

制限、ビデオ帯域幅が 384 kbps、実体験ビデオ帯域幅は 384 kbpsで、新しく追加したロケー
ションからHub_Noneへのリンクも追加されます。この再割り当てを調整して、ネットワーク
モデルに一致させることができます。

音声品質が悪い場合、または途切れる場合は、帯域幅の設定を低くします。たとえば、ISDN
の場合は、56 kbpsまたは 64 kbpsの倍数を使用します。

ヒント

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム（System）] > [ロケーション情報（Location
Info）] > [ロケーション（Location）]を選択します。

ステップ 2 検索条件を入力し、[検索（Find）]をクリックして、表示された一覧からユーザを選択します。

ステップ 3 [詳細表示（Show Advanced）]をクリックし、内部ロケーションの帯域幅フィールドを表示し
ます。

ステップ 4 必要に応じて、[オーディオの帯域幅（Audio Bandwidth）]の [kbps]オプションボタンを選択
し、テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ 5 必要に応じて、[ビデオの帯域幅（Video Bandwidth）]の [kbps]オプションボタンを選択し、
テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ 6 必要に応じて、[イマーシブビデオの帯域幅（Immersive Video Bandwidth）]の [kbps]オプショ
ンボタンを選択し、テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

外部通信の確立

ハブとして機能する LBMサーバで、リモートクラスタの LBMサーバを検索できるように、
LBMハブグループを設定します。この手順では、このクラスタとの外部通信を確立します。
LBMハブグループが割り当てられると、LBMサービスはハブとして機能します。LBMハブ
グループが割り当てられている LBMサービスはすべて、同じ、または重複する LBMハブグ
ループが割り当てられているその他すべての LBMサーバとの通信を確立します。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CM Administrationから、[システム（System）] > [ロケーション情報（Location
Info）] > [Location Bandwidth Manager（LBM）のクラスタ間レプリケーショングループ
（Location Bandwidth Manager (LBM) Intercluster Replication Group）]を選択します。

拡張ロケーションコールアドミッション制御の設定
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ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

• LBMクラスタ間レプリケーショングループの設定を変更するには、[検索（Find）]をク
リックして、結果のリストから既存の LBMクラスタ間レプリケーショングループを選択
します。

•新しい LBMクラスタ間レプリケーショングループを追加するには、[新規追加（Add
New）]をクリックします。

ステップ 3 [LocationBandwidthManagerのクラスタ間レプリケーショングループの設定（LocationBandwidth
Manager Intercluster ReplicationGroupConfiguration）]ウィンドウの各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 4 [保存（Save）]をクリックします。

拡張ロケーションコールアドミッション向けSIPクラスタ間トランク
の設定

SIPクラスタ間トランク（ICT）をシャドウロケーションに割り当て、適切なクラスタ間オペ
レーションを確立します。SIPトランクが、SIPゲートウェイなどの特定のロケーションのデ
バイスにリンクされている場合は、通常のロケーションに割り当てることができます。シャド

ウロケーションは、他のロケーションへのリンクを含まず、帯域幅も割り当てられていない特

別なロケーションです。

始める前に

SIP間クラスタトランクが設定されている必要があります。詳細については、「SIPトランク
の設定タスクフロー」を参照してください。

手順

ステップ 1 Cisco Unified CMAdministrationから、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）]を選択しま
す。

ステップ 2 検索条件を入力し、[検索（Find）]をクリックし、結果リストから既存の SIPクラスタ間トラ
ンクを選択します。

ステップ 3 [ロケーション（Location）]ドロップダウンリストから [シャドウ（Shadow）]を選択します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
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ビデオ通話の音声プールからの音声帯域幅の控除

オーディオ帯域幅とビデオ帯域幅の除外分をビデオコール用の別のプールに分割する場合は、

次の手順を使用します。デフォルトでは、ビデオプールの音声ストリームとビデオストリー

ムの両方の帯域幅要件が、システムによってビデオコール用に差し引かれます。

この機能を有効にすると、CACには、IPまたはUDPネットワークオーバーヘッドに必要な帯
域幅が、オーディオ帯域幅控除に含まれます。この音声帯域幅の減少は、オーディオビット

レートと IP/UDPネットワークオーバーヘッド帯域幅の要件に相当します。ビデオ帯域幅の控
除はビデオのビットレートにすぎません。

（注）

手順

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

ステップ 2 [サーバ（Server）]ドロップダウンリストからパブリッシャ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]を選択します。

ステップ 4 [クラスタ全体のパラメータ（コールアドミッション制御）（Clusterwide Parameters (Call
AdmissionControl)）]領域で、[ビデオコール用音声プールからオーディオ帯域幅部分を除外す
る（Deduct Audio Bandwidth Portion from Audio Pool for a Video Call）]サービスパラメータ値を
[True]に設定します。

ビデオコールサービスパラメータの [オーディオプール (差し引く audio帯域幅)]パラ
メータをTrueに設定すると、ビデオおよびイマーシブビデオパラメータは、セッショ
ンレベルではなく、メディアレベルと見なされます。したがって、ビデオコールの場

合、リージョンとロケーションごとに音声とビデオプールから音声とビデオの帯域場

を個別に割り当てることができます。ビデオおよびイマーシブビデオの帯域幅制限

は、音声とビデオメディアストリームの組み合わせではなく、ビデオメディアスト

リームにのみ適用されます。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

拡張ロケーションコールアドミッション制御の設定
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拡張ロケーションコールアドミッションコントロール

の連携動作および制限

拡張ロケーションのコールアドミッションコントロールの連携動作

表 1 :拡張ロケーションのコールアドミッションコントロールの連携動作

データのやり取り機能

共通のリンクまたはロケーションで帯域幅容量または重み付け割り当て

の競合が発生した場合は、ローカルクラスタが割り当てられた最小値を

使用します。

帯域幅

UnifiedCMとLBMは、IP電話、ゲートウェイ、H.323トランク接続先、
およびSIPトランク接続先を含む、あらゆるタイプのエンドデバイスの
帯域幅を管理します。ただし、クラスタ間拡張ロケーションCACには、
システムロケーションのシャドウに割り当てられた SIP ICTが必要で
す。他のタイプのデバイスは、一般（固定）ロケーションに割り当てら

れている場合にのみサポートされます。

デバイスサポート

拡張ロケーションコールアドミッション制御の制限

表 2 :拡張ロケーションコールアドミッションコントロールの制限

説明制限事項

ネットワーク障害が発生した場合は、Unified CMが計算した帯
域幅予約経路にネットワーク状態が正確に反映されない可能性が

あります。このシナリオを許可する申し分のない方法はモデル内

に存在しません。

帯域予約

ビデオ機能が有効になっている場合、音声の帯域幅はビデオから

割り当てられます。

帯域幅とビデオ機能

システムによって作成されたモデルは常に完全に同期されるわけ

ではありません。保守的な帯域幅割り当てを使用して、この制約

に適応できます。

同期

拡張ロケーションコールアドミッション制御の設定
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