Cisco Unified Border Element（SP Edition）コン
フィギュレーション ガイド：統合モデル
2011 年 11 月 28 日

Text Part Number: OL-19820-11-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
本書は、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。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊
社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項
は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ
てユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび
これら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ
とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接
的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)
このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用
されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
Copyright © 2008–2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2008–2012, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

はじめに
ここでは、このマニュアルの目的、構成、および関連製品やサービスに関する詳細の入手方法について
説明します。ここでは、次の項について説明します。

• 「マニュアルの変更履歴」（P.iii）
• 「目的」（P.vii）
• 「対象読者」（P.vii）
• 「マニュアルの構成」（P.viii）
• 「関連資料」（P.x）
• 「表記法」（P.xi）
• 「コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンス、および補足リソース」（P.xii）
• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xix）

マニュアルの変更履歴
次の変更履歴表は、このマニュアルにおける技術的な変更内容を記録したものです。この表には、変更
に対応するソフトウェア リリース番号とマニュアルのリビジョン番号、変更した日付、および変更点
を示します。

Cisco IOS
リリース

Part Number

発行日

Cisco IOS
XE Release
3.5S

OL-19820-11J

2011 年 11 月 28 日 次の機能が追加されました。

変更点

• Alarm-Related 機能拡張
• CAC-Related 機能拡張
• コール ログ相関
• フレキシブル メディア ルーティング
• Cisco Unified Communications Manager の
回線側サポート
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Cisco IOS
XE Release
3.4S

OL-19820-10

2011 年 7 月 25 日

次の機能が追加されました。

• リソース使用の制限
• QoS 境界の機能拡張
• スクリプトベースのエディタの使用による
SDP の編集
• RTP で多重化された RTCP および SSRC
ベースの多重化の SRTP サポート

Cisco IOS
XE Release
3.3S

OL-19820-09

2011 年 3 月 18 日

次の機能が追加されました。

• SIP ヘッダー操作の機能拡張
• H.239 のサポート
• 隣接単位の音声トランスコーディング統計
情報

• メッセージ、ポリシー、および加入者の統
計情報の機能拡張

• DSP SPA：コール リカバリ
• フロー統計情報 QoS の機能拡張
• 選択的な RADIUS 課金
• 代替連絡先の書き換え
• BFCP サポート
• 制限付き H.323 ID ルーティングおよびパス
スルー サポート

• Cisco ASR 1006 シリーズ ルータおよび
Cisco ASR 1013 シリーズ ルータのサポート
• シャーシ間 - シャーシ内変換
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Cisco IOS
XE Release
3.2S

OL-19820-08

2010 年 11 月 24 日 次の機能が追加されました。
• SPA DSP SERVICES
• 緊急時およびセキュリティの拡張拡張
– SIP の信頼モデルに H.323 インター
フェイスを含める

– 緊急コール統計情報
• IPSec トンネルを使用した SBC コールのサ
ポート

• ASR1001 サポート
• XML ベースの課金
• SIP インターワーキングの機能拡張
– PUBLISH メソッドの Event ヘッダー
– 番号分析中の送信元番号の編集
– プライバシー サービス
– OPTION ping の機能拡張
– 複数 SBC メディア バイパス
– REGISTER メッセージへの Expires
ヘッダーの追加

– Request URI にユーザ名がない場合のサ
ポート

• 分析、ルーティング、およびポリシーの機
能拡張

– コピー アンド スワップ手順
– 複数 CAC 平均期間
– 管理ドメイン
– ブラックリストのアラート
• メディア インターワーキングの機能拡張
– MGX を使用した DTMF インターワー
キング

– コーデック プリファレンスと
Re-Ordering
– 隣接単位のコーデック ストリング イン
ターワーキング

– メディア アドレス プールのサポート
• PKI ハイ アベイラビリティのサポート
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Cisco IOS
XE Release
3.1S

OL-19820-07

2010 年 7 月 30 日

次の機能が追加されました。

• IMS Rx と Diameter
• ENUM クライアント機能
• カスタマイズしたシステム エラー メッセー
ジ

• SRTP と RTP 間のインターワーキングおよ
び SRTP パススルー
• メディア帯域幅ポリシー
• 200 INVITE での SDP
• メモリ警告
• SIP Destination ID および SIP Source ID
• 非対称ペイロード タイプのサポート
• IP IPv6/VRF 機能
• DTMF 方式インターワーキングと ACCEPT
ヘッダー処理

• CALEA IRI インターフェイス サポート機能
• 冗長ピア アドレス
• 加入者単位の削除

Cisco IOS
XE Release
2.6.2

OL-19820-06

2010 年 7 月 8 日

Cisco IOS
XE Release
2.6.1

OL-19820-05

2010 年 4 月

Cisco IOS
XE Release
2.6

OL-19820-04

2010 年 2 月 26 日

IPv6 サポート（IPv4 から IPv6 へのインター
ワーキングと IPv6 から IPv6 へのインターワー
キング、ダイナミック コーデック設定、複数の
音声コーデック、および複数のビデオ コーデッ
ク、クリア チャネル コールの H.323 のサポー
ト、SIP-I サポートおよび SIP Non-SDP 本文
フィルタリング、シグナリングされない詳細レ
ベルのセキュア メディア、インターフェイス単
位で設定可能な双方向 TLS 認証、Record-Route
ヘッダーの TLS トランスポート パラメータ、送
信元番号分析、SIP 認証の相互運用性の機能な
ど）が追加されました。

Cisco IOS
XE Release
2.5.1

OL-19820-03

2010 年 1 月 27 日

H.323 追加 TCS コーデックのサポートが追加さ
れました。

PacketCable 課金レコードのエンドポイント情報
が追加されました。
PacketCable 課金レコードの隣接情報が追加され
ました。
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Cisco IOS
XE Release
2.5

OL-19820-02J

2009 年 11 月 25 日 H.323 のサポート、H.323-SIP インターワーキ
ング機能、H.323 コール ルーティング、トラン
スコーディングのサポート、複数の SIP の機能、
100rel インターワーキング、SIP IP-FQDN URI
変換、コンタクト ユーザ名パススルー、IP レル
ムのサポート、レイト メディアとアーリー メ
ディア間用にカスタマイズされたオファー、
ルーティングに基づく正規表現、外部サーバの
サポート、コール時間モニタリング、シグナリ
ング輻輳処理、P-Visited-Network-ID のサポー
トなどの機能がこのリリースに追加されました。
サポートされる機能については、各章にある機
能の履歴表を参照してください。

Cisco IOS
XE Release
2.4

OL-19820-01

2009 年 6 月 26 日

このマニュアルでは、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）の統合モデルおよび新し
い統合フィーチャ セットについて説明します。
サポートされる機能については、各章にある機
能の履歴表を参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の
名前は、Integrated Session Border Controller の
名前から変更されました。

目的
このマニュアルでは、Cisco ASR 1000 シリーズ Aggregation Services Router の Integrated Session
Border Controller 機能、フィーチャ、制約事項、設定タスクについて説明します。このマニュアルは、
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを使用して実行可能なソフトウェア機能をすべて包括するガイドでは
なく、これらのルータに特化した Integrated Session Border Controller ソフトウェアだけを対象としま
す。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで同様に使用できる一般的な Cisco IOS ソフトウェア機能について
は、そのソフトウェア機能のフィーチャ モジュールまたはテクノロジー ガイドを参照してください。

対象読者
対象には次の読者を含みます。

• 経験豊富なサービス プロバイダーの管理者
• シスコの電気通信管理技術者
• Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを使用および管理するカスタマー
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マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章と付録で構成されています。

セクション

タイトル

説明

第1部

基本

この部の構成は次のとおりです。

• Cisco IOS XE ソフトウェアのコマンドライ
ン インターフェイスの使用

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
の概要」

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
の設定」

• 「メディア アドレス プール」
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
でのマルチ VRF の実装」
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
での隣接の実装」

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
ポリシーの実装」

• 「ファイアウォール トラバーサルおよび NAT
の実装」

• 「コール時間モニタリング」
• 「IP レルムのサポート」
• 「緊急コール管理」
第2部

サービス

この部の構成は次のとおりです。

• 「予期しない送信元アドレス アラーティング」
• 「DoS 防止およびダイナミック ブラックリス
ティング」
第3部

Dual Tone MultiFrequency この部の構成は次のとおりです。
（DTMF ）

第4部

• 「インターワーキング DTMF の実装」

冗長性およびハイ アベイラ この部の構成は次のとおりです。
ビリティ
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
の冗長性：ハイ アベイラビリティ サポート」

• 「シャーシ間ハイ アベイラビリティ」
第5部

メディア

この部の構成は次のとおりです。

• 「ファクス サポート」
• 「コーデックの処理」（P.361）
• 「SDP 帯域幅フィールド機能」
• 「SDP の処理」
• 「フレキシブル メディア ルーティング」
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セクション
第6部

タイトル

Session Initiation Protocol
（SIP）

説明
この部の構成は次のとおりです。

• 「非 IMS 隣接の継承プロファイル」
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
登録機能」

• 「SIP メッセージの操作」
• 「シグナリング輻輳処理」
• 「SIP IP-FQDN URI 変換」
• 「SIP Tel URI サポート」
• 「SIP タイマー」
• 「SIP 設定の柔軟性」
• 「SIP 再ネゴシエーション」
• 「100rel インターワーキングのサポート」
• カスタマイズしたシステム エラー メッセー
ジ

• 「BFCP サポート」
• 「Cisco Unified Communications Manager の
回線側サポート」
第7部

H.323

この部の構成は次のとおりです。

• 「H.323 のサポート」
• 「H.323-SIP インターワーキング」
• 「H.239 のサポート」
第8部

課金

この部の構成は次のとおりです。

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
での課金の実装」

• 「課金サポート」
第9部

Secure Real-Time
この部の構成は次のとおりです。
Transport Protocol（SRTP）
• 「セキュア メディアおよび SRTP パススルー」

第 10 部

Quality of Service（QoS） この部の構成は次のとおりです。
• 「QoS の実装（マーキング）」

第 11 部

トランスコーディング

この部の構成は次のとおりです。

• 「トランスコーディングの実装」
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）
SPA DSP サービス」
第 12 部

管理と操作

この部の構成は次のとおりです。

• 「ポリシー違反統計情報のトラッキング」
• 「SNMP の実装」
• 「ロギング サポート」
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セクション

タイトル

説明

第 13 部

サービス

この部の構成は次のとおりです。

• 「SIP 3xx リダイレクト応答」
• 「SIP コールの保留」
• 「SIP 通話転送」
• 「SIP 認証」
• 「レイト メディアとアーリー メディア間イン
ターワーキング」

• 「アーリー メディア」
• 「SIP インスタント メッセージング」
• 「リソース管理と SIP の統合」
• ENUM クライアント
第 14 部

IPv6

この部の構成は次のとおりです。

• 「IPv6 サポート」
第 15 部

IP マルチメディア サブシ
ステム（IMS）

この部の構成は次のとおりです。

• 「P-CSCF のサポート」
• 「IBCF 処理のサポート」
• IMS Rx と Diameter

第 16 部
付録

CALEA IRI インターフェ
イスのサポート

この部の構成は次のとおりです。

• 「CALEA IRI インターフェイスのサポート」

付録 A

「エンド ツー エンドの Cisco Unified Border
Element（SP Edition）設定例」

付録 B

「SIP の準拠性と相互運用性」

付録 C

「XML 課金スキーマ」

関連資料
ここでは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを設定する際に役立つその他のマニュアルについても紹介
します。次に挙げるマニュアルは、Cisco.com で入手できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）のコマンドについては、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html で『Cisco Unified
Border Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）分散モデルについては、次の資料を参照してください。
• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition) Configuration Guide: Distributed Model』
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/sbc/2_xe/sbc_2_xe_book.ht
ml
• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition) Command Reference: Distributed Model』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbc_book.html

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の例については、『Cisco Unified Border Element (SP
Edition) Configuration Profile Examples』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/profiles/SBC_Config_Examplebook.html

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

x

OL-19820-11-J

はじめに

他の関連コマンドのマニュアルについては、次の資料を参照してください。

• Cisco IOS コマンド リファレンス マニュアル（新しい Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ コマンド
およびこのリリースでの既存の Cisco IOS 機能に関するコマンド）については、次のリンク先で入
手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9587/prod_command_reference_list.html
• 一般的な Cisco IOS コマンドの詳細について Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マ
スター コマンド リストを参照してください。次のリンク先で入手できます。

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのクイック スタート ガイドおよびインストール マニュアルについて
は、このリリースの一部として提供されるハードウェア マニュアルを参照してください。次のリンク
先で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9343/prod_installation_guides_list.html
新しいソフトウェア機能については、次の資料を参照してください。

• 『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Software Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/asrswcfg.html
• 『Cisco IOS XE リリース ノート』

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/2/release/notes/rnasr21.html
詳細については、『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Documentation Roadmap』を
参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/roadmap/asr1000rm.html
Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドおよびフィーチャ モジュールのマニュアルについては、
次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9587/tsd_products_support_configure.html

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

用途

太字フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォントで
示しています。

イタリック体フォン ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、
イタリック体フォントで示しています。

ト

[ ]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x|y|z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x|y|z]

いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で
区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用
符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

courier フォント

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier フォントで
示しています。
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< >

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。

[ ]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示してい
ます。

! 、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント
行であることを示します。

（注） 「注釈」です。

ヒント

注意

ワンポイント アドバイス

警告

「問題解決に役立つ情報」です。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

「警告」の意味です。人為ミスを予防するための注意事項が記述されています。

コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンス、
および補足リソース
表 1 には、マニュアルの内容の簡単な説明を含め、Cisco IOS XE ソフトウェアのコンフィギュレー
ション ガイドとコマンド リファレンスがアルファベット順にリストされています。コマンド リファレ
ンスには、すべてのリリースの Cisco IOS ソフトウェアと Cisco IOS XE ソフトウェアのコマンドが記
載されています。コマンド リファレンスでは、多数の異なるソフトウェア リリースとプラットフォー
ムがサポートされます。お使いの Cisco IOS XE ソフトウェア リリースまたはプラットフォームでは、
一部のテクノロジーがサポートされないことがあります。
表 2 には、Cisco IOS XE ソフトウェアのコンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンスを補
足するマニュアルとリソースがリストされています。これらの補足リソースには、リリース ノートお
よび警告、マスター コマンド リスト、新規、変更済み、削除済み、および置き換え済みのコマンドの
リスト、システム メッセージ、およびデバッグ コマンド リファレンスがあります。
特定のネットワーキング デバイスの設定と操作に関する追加情報を取得して、Cisco IOS マニュアルに
アクセスするには、次の URL にある Cisco.com の Product/Technologies Support エリアにアクセスし
てください。

http://www.cisco.com/go/techdocs
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

機能 / プロトコル / テクノロジー

• 『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでサポートされている SPA
SIP and SPA Software Configuration Guide』
Interface Processor（SIP; SPA インターフェイス プロセッサ）
と Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）の設定と
トラブルシューティング。

• 『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Cisco ASR 1000 シリーズの集約サービス ルータ固有のソフト
ウェア機能の概要。
Software Configuration Guide』
• 『Cisco IOS XE Access Node Control Protocol
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Access Node Control Protocol
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Asynchronous Transfer Mode
Configuration Guide』

Digital Subscriber Line Access Multiplexer（DSLAM; デジタル
加入者線アクセス マルチプレクサ）と Broadband Remote
Access Server（BRAS; ブロードバンド リモート アクセス サー
バ）の間の通信プロトコル。

LAN ATM、Multiprotocol over ATM（MPoA）、および WAN
ATM。

• 『Cisco IOS Asynchronous Transfer Mode
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Broadband Access Aggregation and
DSL Configuration Guide』

PPP over Ethernet（PPPoE）。

• 『Cisco IOS Broadband Access Aggregation and DSL
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Carrier Ethernet Configuration Guide』 IEEE 802.3ad リンク バンドル。イーサネット、ギガビット
イーサネット リンク、および EtherChannel バンドルの Link
• 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
Aggregation Control Protocol（LACP）サポート。ギガビット
EtherChannel バンドル上でのステートフル スイッチオーバー
（SSO）、In Service Software Upgrade（ISSU; インサービス ソ
フトウェア アップグレード）、Cisco Nonstop Forwarding
（NSF; ノンストップ フォワーディング）および Nonstop
Routing（NSR; ノンストップ ルーティング）の LACP サポー
ト。IEEE 802.3ad リンク アグリゲーション MIB。
• 『Cisco IOS XE Configuration Fundamentals
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Configuration Fundamentals
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE DECnet Configuration Guide』

自動インストール、設定、Cisco IOS コマンドライン インター
フェイス（CLI）、Cisco IOS File System（IFS）、Cisco IOS
Web ブラウザ User Interface（UI）、基本的なファイル転送サー
ビス、およびファイル管理。

DECnet プロトコル。

• 『Cisco IOS DECnet Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Dial Technologies Configuration
Guide』
• 『Cisco IOS Dial Technologies Command Reference』
• 『Easy Virtual Network Configuration Guide』
• 『Easy Virtual Network Command Reference』

非同期通信、ダイヤル バックアップ、ダイヤラ テクノロジー、

Multilink PPP（MLP; マルチリンク PPP）、PPP、および
Virtual Private Dial-up Network（VPDN; バーチャル プライ
ベート ダイヤルアップ ネットワーク）。

Easy Virtual Network（EVN）は、ネットワークのエンドツー
エンドの仮想化を実現する IP ベースの仮想化テクノロジーで
す。EVN では、1 つの IP インフラストラクチャを使用して、
トラフィック パスが互いに孤立しているままの個別の仮想ネッ
トワークを実現できます。
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス （続き）

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

機能 / プロトコル / テクノロジー

• 『Cisco IOS XE High Availability Configuration Guide』 ハイ アベイラビリティ（HA）を備えたエンドツーエンド ネッ
• 『Cisco IOS High Availability Command Reference』

トワークの作成を容易にするためのさまざまなネットワーク セ
グメント（企業アクセスからサービス プロバイダー コアに至
る）で使用可能なさまざまなハイ アベイラビリティ機能とテク
ノロジー。Cisco IOS HA 機能とテクノロジーは、システムレ
ベルの復元力、ネットワークレベルの復元力、および復元力の
ために埋め込まれた管理の 3 つの主な領域にカテゴリ化できま
す。

• 『Cisco IOS XE Intelligent Services Gateway
Configuration Guide』

加入者 ID、サービスとポリシーの判別、セッション作成、セッ
ション ポリシー適用、セッション ライフサイクル管理、アク
セスおよびサービス使用のアカウンティング、およびセッショ
ン状態モニタリング。

• 『Cisco IOS Intelligent Services Gateway Command
Reference』
• 『Cisco IOS XE Interface and Hardware Component
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Interface and Hardware Component
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Addressing Services
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS IP Addressing Services
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Application Services
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS IP Application Services
Command Reference』

• 『Cisco IOS XE IP Multicast Configuration Guide』
• 『Cisco IOS IP Multicast Command Reference』

LAN インターフェイス、論理インターフェイス、シリアル イ
ンターフェイス、仮想インターフェイス、およびインターフェ
イス コンフィギュレーション。
IP アドレス指定、Address Resolution Protocol（ARP; アドレ
ス解決プロトコル）、ネットワーク アドレス変換（NAT）、
Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）、
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP; ダイナミック ホ
スト コンフィギュレーション プロトコル）、および Next Hop
Address Resolution Protocol（NHRP）。
Enhanced Object Tracking （EOT; 拡張オブジェクト トラッキ
ング）、Gateway Load Balancing Protocol（GLBP; ゲートウェ
イ ロード バランシング プロトコル）、Hot Standby Router
Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）、IP
サービス、Transmission Control Protocol（TCP; 伝送制御プロ
トコル）、Web Cache Communication Protocol（WCCP; Web
キャッシュ通信プロトコル）、ユーザ データグラム プロトコル
（UDP）、および Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP;
仮想ルータ冗長プロトコル）。
Protocol Independent Multicast（PIM）sparse mode スパース
モード（PIM-SM; PIM スパース モード）、bidirectional PIM
（bidir-PIM; 双方向 PIM）、Source Specific Multicast（SSM）、
Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）、インターネッ
ト グループ管理プロトコル（IGMP）、および Multicast VPN
（MVPN; マルチキャスト VPN）。

• 『Cisco IOS XE IP Routing: BFD Configuration Guide』 Bidirectional Forwarding Detection（BFD）。
• 『Cisco IOS XE IP Routing: BGP Configuration Guide』 ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）、マルチプロトコル
BGP、IP マルチキャスト用マルチプロトコル BGP 拡張。
• 『Cisco IOS IP Routing: BGP Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Routing: EIGRP
Configuration Guide』

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）。

• 『Cisco IOS IP Routing: EIGRP Command Reference』
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス （続き）

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

機能 / プロトコル / テクノロジー

• 『Cisco IOS XE IP Routing: ISIS Configuration Guide』 Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）。
• 『Cisco IOS IP Routing: ISIS Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Routing: ODR Configuration Guide』 On Demand Routing（ODR）。
• 『Cisco IOS IP Routing: ODR Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Routing: OSPF Configuration
Guide』

Open Shortest Path First（OSPF）。

• 『Cisco IOS IP Routing: OSPF Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IP Routing: Protocol-Independent
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent
Command Reference』

IP ルーティング プロトコル独立機能およびコマンド。一般的
なポリシーベース ルーティング（PBR）機能およびコマンドが
含まれます。

• 『Cisco IOS XE IP Routing: RIP Configuration Guide』 Routing Information Protocol（RIP; ルーティング情報プロトコ
• 『Cisco IOS IP Routing: RIP Command Reference』

ル）。

• 『Cisco IOS XE IP SLAs Configuration Guide』

Cisco IOS IP Service Level Agreement（IP SLA; IP サービス レ

• 『Cisco IOS IP SLAs Command Reference 』

ベル契約）。

• 『Cisco IOS XE IP Switching Configuration Guide』

シスコ エクスプレス フォワーディング。

• 『Cisco IOS IP Switching Command Reference』
• 『Cisco IOS XE IPv6 Configuration Guide』
• 『Cisco IOS IPv6 Command Reference』

IPv6 機能、プロトコル、およびテクノロジーの一覧について
は、次の URL にある IPv6 のマニュアル『Start Here』にアク
セスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/ipv6/configuratio
n/guide/ip6-roadmap_xe.html
• 『Cisco IOS XE ISO CLNS Configuration Guide』

ISO Connectionless Network Service（CLNS; コネクションレ

• 『Cisco IOS ISO CLNS Command Reference』

ス型ネットワーク サービス）。

• 『Cisco IOS XE LAN Switching Configuration Guide』 VLAN および Multilayer Switching（MLS; マルチレイヤ ス
• 『Cisco IOS LAN Switching Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Multiprotocol Label Switching
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE NetFlow Configuration Guide』
• 『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Network Management
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Network Management Command
Reference』

イッチング）。

MPLS ラベル配布プロトコル（LDP）、MPLS レイヤ 2 VPN、
MPLS レイヤ 3 VPN、MPLS トラフィック エンジニアリング
（TE）、および MPLS Embedded Management（EM）と MIB。
ネットワーク トラフィック データの分析、集約キャッシュ、
およびエクスポート機能。
基本的なシステム管理、システム モニタリングとロギング、
Cisco IOS Scripting with Tool Control Language（TCL）、
Cisco Networking Service（CNS）、Embedded Event Manager
（EEM; 組み込み型イベントマネージャ）、Embedded Syslog
Manager（ESM）、HTTP、Remote Monitoring（RMON; リ
モート モニタリング）、および SNMP。
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス （続き）

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

• 『Cisco IOS XE Novell IPX Configuration Guide』

機能 / プロトコル / テクノロジー

Novell Internetwork Packet Exchange（IPX）プロトコル。

• 『Cisco IOS Novell IPX Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Optimized Edge Routing
Configuration Guide』

Optimized Edge Routing（OER）モニタリング、およびネット
ワーク間の複数接続の場合の自動ルート最適化と負荷分散。

• 『Cisco IOS Optimized Edge Routing Command
Reference』
• 『Cisco IOS XE Performance Routing
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Performance Routing
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE Quality of Service Solutions
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Command Reference』

Performance Routing（PfR）は標準的なルーティング技術の機
能を高める技術であり、アプリケーション トラフィック用に最
適な出力パスまたは入力パスを判断するため、WAN インフラ
ストラクチャ上の 2 つのデバイス間のパスのパフォーマンスの
追跡または品質の確認が行えます。
Class-based Weighted Fair Queueing（CBWFQ）、Low Latency
Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）、Modular Quality of
Service（QoS）コマンドライン インターフェイス（CLI）
（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）、
Network-Based Application Recognition（NBAR）、プライオ
リティ キューイング、QoS のマルチリンク PPP（MLP）、ヘッ
ダー圧縮、リソース予約プロトコル（RSVP）、Weighted Fair
Queueing（WFQ; 均等化キューイング）、および Weighted
Random Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期検
出）。

• 『Cisco IOS Security Command Reference』

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）、
Authentication, Authorization, and Accounting （AAA; 認証、
認可、アカウンティング）、ファイアウォール、IP セキュリ
ティと暗号化、ネイバー ルータ認証、ネットワーク アクセス
セキュリティ、Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー イン
フラストラクチャ）、RADIUS、および TACACS+。

• 『Cisco IOS XE Security Configuration Guide: Secure
Connectivity』

IPsec VPN の Internet Key Exchange（IKE; インターネット
キー交換）、IPsec を使用した VPN のセキュリティ、VPN アベ
イラビリティ機能（逆ルート注入、IPsec 優先ピア、および
IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution）、IPsec データ プ
レーン機能、IPsec 管理プレーン機能、Public Key
Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）、
Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マルチポイ
ント VPN）、Easy VPN、および Cisco Group Encrypted
Transport VPN（GET VPN）。

• 『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Securing the Control Plane』

Control Plane Policing、ネイバーフッド ルータ認証。

• 『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Securing the Data Plane』

アクセス コントロール リスト（ACL）、ファイアウォール、
Context-Based Access Control（CBAC; コンテキストベース ア
クセス コントロール）およびゾーンベース ファイアウォール、
Cisco IOS Intrusion Prevention System（IPS; 侵入防御システ
ム）、Flexible Packet Matching、Unicast Reverse Path
Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）、Threat Information
Distribution Protocol（TIDP）および TMS。
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス （続き）

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

• 『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Securing User Services』

• 『Cisco IOS XE Service Advertisement Framework
Configuration Guide』

機能 / プロトコル / テクノロジー

AAA（Network Admission Control（NAC; ネットワーク アド
ミッション コントロール）を含む）、セキュリティ サーバ プロ
トコル（RADIUS と TACACS+）、Secure Shell（SSH; セキュ
ア シェル）、ネットワーキング デバイスのセキュア アクセス
（Autosecure とロールベース CLI アクセスを含む）、合法的傍
受。
Cisco Service Advertisement Framework。

• 『Cisco IOS Service Advertisement Framework
Command Reference』
• 『Cisco IOS XE VPDN Configuration Guide』
• 『Cisco IOS VPDN Command Reference』

• 『Cisco IOS XE Wide-Area Networking
Configuration Guide』

Dialed Number Identification Service（DNIS; 着信番号識別
サービス）によるマルチホップ、L2TP および Layer 2
Forwarding（L2F）の場合のタイマーと再試行の改良、
RADIUS 属性 82（トンネル割り当て ID）、VPDN ユーザの
シェルベース認証、トンネル ターミネータでの RADIUS によ
るトンネル認証。
フレーム リレー、L2VPN 疑似配線冗長性、
Media-Independent PPP、およびマルチリンク PPP。

• 『Cisco IOS Wide-Area Networking
Command Reference』
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表 1

Cisco IOS XE コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス （続き）

コンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンス
のタイトル

• 『Cisco Unified Border Element (Enterprise)
Configuration Guide』
• 『Cisco IOS Voice Command Reference』

• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Configuration Guide: Distributed Model』
• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Command Reference: Distributed Model』

機能 / プロトコル / テクノロジー

Cisco ASR 1000 上の Cisco Unified Border Element
（Enterprise）は、エンタープライズ ユーザ向けのスケーラブル
なオプションを提供します。Cisco Unified Border Element
（Enterprise）は、Cisco ASR 1000 上のプロセスとして動作し、
高速 RTP パケット処理パスを使用します。これは、SIP および
H.323 の音声およびビデオ ネットワークを相互接続するため
に、エンタープライズおよび商業用の顧客によって、IP-to-IP
ゲートウェイとして使用されます。Cisco UBE（Enterprise）
は、シグナリング インターワーキング、メディア インター
ワーキング、アドレスおよびポート変換、課金、セキュリ
ティ、Quality of Service（QoS）、帯域幅管理のための、ネッ
トワーク間の境界インターフェイスを提供します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、VoIP 対応で
ネットワーク エッジに配置される Session Border Controller
（SBC; セッション ボーダー コントローラ）です。Cisco IOS
XE Release 2.3 およびそれよりも前のリリースでは、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、分散モードだけでサ
ポートされています。分散モードで運用される SBC は、シグ
ナリング インターワーキング、ネットワーク隠蔽、セキュリ
ティ、および Quality of Service など、VoIP サービスを展開お
よび管理するために使用できる機能のツールキットです。

• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Configuration Guide: Unified Model』
• 『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Command Reference: Unified Model』

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、スケーラビリ
ティが高くキャリアグレードの Session Border Controller
（SBC; セッション ボーダー コントローラ）です。これは、
サービス プロバイダー向けに設計されており、一般にエンター
プライズまたは SP の境界に配置され、VoIP サービスを簡単に
展開および管理できるようになっています。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、シスコのルーティング プ
ラットフォームに統合されており、多数のルータ機能を使用し
て、非常に豊富な機能とインテリジェントな SBC アプリケー
ションを提供します。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼
ばれており、シグナリング インターワーキング、メディア イ
ンターワーキング、アドレスおよびポート変換、課金、セキュ
リティ、Quality of Service、コール アドミッション制御、帯域
幅管理のための、ネットワーク間の境界インターフェイスを提
供します。

Cisco IOS XE Release 2.4 およびそれよりも前のリリースでは、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、統合モードと
分散モードの 2 つのモードまたは展開モデルで動作します。統
合モードの機能については、コンフィギュレーション ガイドを
参照してください。
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表 2 には、Cisco IOS XE ソフトウェアのコンフィギュレーション ガイドとコマンド リファレンスを補
足するマニュアルとリソースがリストされています。
表 2

Cisco IOS XE ソフトウェアの補足マニュアルとリソース

マニュアル タイトルまたはリソース

説明

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

すべての Cisco IOS XE ソフトウェア リリースで文書化されて
いる全コマンドのアルファベット順のリスト。

『Cisco IOS Debug Command Reference』

使用に関する簡単な説明、コマンド構文、使用上のガイドライ
ンを含む、debug コマンドのアルファベット順のリスト。

Cisco IOS XE システム メッセージ

Cisco IOS XE システム メッセージのリストと説明。システム
メッセージは、ご使用のシステムの問題を示しているか、単な
る通知である場合があります。通信回線、内部ハードウェア、
またはシステム ソフトウェアの問題の診断に役立つことがあり
ます。

リリース ノートおよび監視

新機能と変更された機能およびシステム要件に関する情報、お
よび特定のソフトウェア リリースに関するその他の役立つ情
報。特定の Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの障害に関す
る情報。

MIB

ネットワークのモニタリングに使用されるファイル。選択した
プラットフォーム、Cisco IOS XE ソフトウェア リリース、お
よびフィーチャ セットの MIB の場所を検索しダウンロードす
るには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs
RFC

（適切な場合）Cisco IOS XE マニュアルで参照する、Internet
Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委
員会）によって保守される標準のドキュメント。参照される
RFC の全文は次の URL で入手できます。

http://www.rfc-editor.org/

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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第 1 部：基本

Cisco IOS XE ソフトウェアのコマンドライ
ン インターフェイスの使用

このマニュアルでは、Cisco IOS XE ソフトウェアのコマンドライン インターフェイス（CLI）および
一部の CLI 機能の使用方法に関する基本的な情報について説明します。このマニュアルの構成は、次
のとおりです。

• 「デバイスの初期設定」（P.1）
• 「CLI の使用」（P.2）
• 「コンフィギュレーションに対する変更の保存」（P.12）
• 「その他の情報」（P.13）

CLI の使用方法については、『Cisco IOS XE Configuration Fundamentals Configuration Guide』の
「Part 1: Using the Cisco IOS Command-Line Interface (CLI) 」を参照してください。
ソフトウェアのマニュアル一式については、
『About Cisco IOS XE Software Documentation 』のマニュ
アルを参照してください。

デバイスの初期設定
デバイスの初期設定はプラットフォームによって異なります。初期設定の実行方法については、製品出
荷時の同梱材に含まれるハードウェア設置マニュアルを参照するか、
http://www.cisco.com/go/techdocs の Cisco.com の Product Support サイトを参照してください。
初期設定を実行し、ネットワークにデバイスを接続した後、コンソール ポートまたは Telnet や Secure
Shell（SSH; セキュア シェル）などのリモート アクセス方式を使用して CLI にアクセスするか、また
は Security Device Manager など、デバイスで提供される設定方法を使用することにより、デバイスを
設定できます。

コンソール ポートまたは Auxiliary（AUX; 補助）ポートのデフォルト設定の変更
コンソール ポートまたは AUX ポートに対して変更ができる設定は次の 2 点だけです。

• config-register 0x コマンドを使用したポート速度の変更。ポート速度を変更することは推奨され
ていません。既知のデフォルト速度は 9600 です。
• たとえば、パスワードの追加やタイムアウト値の変更による、ポートの動作の変更。

（注）

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに搭載されたルート プロセッサ（RP）の AUX ポートは、実用的なカ
スタマーの目的に提供されるものではなく、カスタマー サポート担当者の助言に基づく場合にだけア
クセスする必要があります。
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CLI の使用
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コマンド モードの概要」（P.2）
• 「対話型ヘルプ機能の使用」（P.5）
• 「コマンド構文の概要」（P.6）
• 「イネーブル パスワードおよびイネーブル シークレット パスワードの概要」（P.8）
• 「コマンド履歴機能の使用」（P.8）
• 「コマンドの短縮形」（P.9）
• 「CLI コマンドのエイリアスの使用」（P.9）
• 「コマンドの no 形式および default 形式の使用」（P.10）
• 「debug コマンドの使用」（P.10）
• 「出力修飾子を使用する出力のフィルタリング」（P.11）
• 「CLI のエラー メッセージ」（P.11）

コマンド モードの概要
CLI コマンド モードの構造は階層型であり、各モードで一連の特定コマンドをサポートしています。
ここでは、存在する多数のモードのうち最も一般的なモードについて説明します。
表 1 に、CLI プロンプトに関連する一般的なコマンド モード、アクセス方法、終了方法、および各
モードの使用方法についての簡単な説明を示します。
表 1

CLI コマンド モード

コマンド モー
ド

アクセス方法

プロンプト

終了方法

ユーザ EXEC

ログイン。

Router>

logout コマンドまたは
exit コマンドを発行し
ます。

モードの用途

• 端末の設定変更。
• 基本テストの実行。
• デバイスのステータスの
表示。

特権 EXEC

ユーザ EXEC モードか
ら、enable コマンドを
発行します。

Router#

disable コマンドまたは
exit コマンドを発行し
て、ユーザ EXEC モー
ドに戻ります。

• show コマンドおよび
debug コマンドの発行。
• デバイスへのイメージの
コピー。

• デバイスのリロード。
• デバイスのコンフィギュ
レーション ファイルの管
理。

• デバイスのファイル シス
テムの管理。
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表 1

CLI コマンド モード （続き）

コマンド モー
ド

アクセス方法

プロンプト

グローバル コ
ンフィギュ
レーション

Router(config)#
特権 EXEC モードか
ら、configure terminal
コマンドを発行します。

終了方法

モードの用途

exit コマンドまたは
end コマンドを発行し
て、特権 EXEC モード

デバイスの設定。

に戻ります。
Router(config-if)#

exit コマンドを発行し
てグローバル コンフィ
ギュレーション モード
に戻るか、または end
コマンドを発行して特
権 EXEC モードに戻り
ます。

インターフェ
イス コンフィ
ギュレーショ
ン

グローバル コンフィ
ギュレーション モード
から、interface コマン
ドを実行します。

ライン コン
フィギュレー
ション

Router(config-line)# exit コマンドを発行し
グローバル コンフィ
ギュレーション モード
てグローバル コンフィ
から、line vty コマンド
ギュレーション モード
または line console コ
に戻るか、または end
コマンドを発行して特
マンドを発行します。
権 EXEC モードに戻り
ます。

個々のインターフェイスの設
定。

個々の端末回線の設定。
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表 1

CLI コマンド モード （続き）

コマンド モー
ド

アクセス方法

プロンプト

終了方法

ROM モニタ

特権 EXEC モードか
ら、reload コマンドを
発行します。システム
の起動時、最初の 60 秒
以内に Break キーを押
します。

rommon # >

continue コマンドを発

# 記号は行番号を示し、

行します。

プロンプトごとに番号
が増分されます。

モードの用途

• 有効なイメージをロード
できない場合、デフォル
トの動作モードとして実
行されます。

• デバイスに有効なイメー
ジがなく、デバイスを起
動できない場合、フォー
ルバック手順を利用して
イメージをロードします。

• 電源投入またはリロード
のイベント発生後、60 秒
以内に Ctrl+Break シーケ
ンスが発行された場合、
パスワード回復を実行し
ます。
Router(diag)#
次の状況では、ルータ
が起動されるか、また
は診断モードが開始さ
れます。1 つ以上の
Cisco IOS XE プロセス
が失敗したときは、ほ
とんどの場合、ルータ
がリロードされます。

診断

• transport-map コ
マンドを使用して、
ユーザ設定のアク
セス ポリシーが設
定されると、ユー
ザは診断モードに
誘導されます。

• RP 補助ポートを使
用して、ルータへ
のアクセスが行わ
れた場合。

• ブレーク信号
（Ctrl+C キー、
Ctrl+Shift+6 キー、
または send break
コマンド）が入力
され、このブレー
ク信号の受信時に
診断モードを開始
するようにルータ
が設定されていた
場合。
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の失敗により、診断
モードが開始された場
合、診断モードを終了
するには、その失敗を
解決し、ルータを再起
動する必要があります。
transport-map のコン
フィギュレーションに
より、ルータが診断
モードになった場合、
別のポートを使用して
ルータにアクセスする
か、または設定済みの
Cisco IOS XE CLI に接
続する方法を使用しま
す。

RP 補助ポートを使用し
てルータにアクセスし
た場合、アクセスには
別のポートを使用しま
す。補助ポートを使用
するルータへのアクセ
スは、カスタマーの目
的に合わせた用途には
使用しません。

• Cisco IOS XE ステートを
含む、ルータの各種ス
テートの検査。

• コンフィギュレーション
の置き換えまたはロール
バック。

• Cisco IOS XE ソフトウェ
アまたはその他のプロセ
スを再起動する方法の提
供。

• ハードウェア（ルータ全
体、RP、ESP、SIP、
SPA など）またはその他
のハードウェア コンポー
ネントの再起動。

• FTP、TFTP、および
SCP などのリモート アク
セス方式を使用した、
ルータに対するファイル
転送、またはルータから
のファイル転送。

Cisco IOS XE ソフトウェアのコマンドライン インターフェイスの使用
CLI の使用

EXEC コマンドは、ソフトウェアの再起動時に保存されません。コンフィギュレーション モードで発
行するコマンドをスタートアップ コンフィギュレーションに保存できます。実行コンフィギュレー
ションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存する場合は、これらのコマンドをソフトウェ
アのリブート時に実行します。グローバル コンフィギュレーション モードは、最もレベルの高いコン
フィギュレーション モードです。グローバル コンフィギュレーション モードから、プロトコル固有の
モードを含む、他のさまざまなコンフィギュレーション モードを開始できます。
ROM モニタ モードは、ソフトウェアが適切にロードできない場合に使用される独立したモードです。
ソフトウェアの起動時、または起動時にコンフィギュレーション ファイルが破損している場合に、有
効なソフトウェア イメージが見つからなければ、ソフトウェアは ROM モニタ モードを開始すること
があります。デバイスが ROM モニタ モードである間に使用できるコマンドを表示するには、疑問符
記号（?）を使用します。
rommon 1 > ?
alias
boot
confreg
cont
context
cookie
.
.
.
rommon 2 >

set and display aliases command
boot up an external process
configuration register utility
continue executing a downloaded image
display the context of a loaded image
display contents of cookie PROM in hex

次に、別のコマンド モードを示すようにコマンド プロンプトを変える例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface ethernet 1/1
Router(config-if)# ethernet
Router(config-line)# exit
Router(config)# end
Router#

（注）

end コマンドに代わるキーは、キーボードの Ctrl+Z キーです。

対話型ヘルプ機能の使用
CLI には対話型ヘルプ機能があります。表 2 に、ヘルプ機能の使用方法を示します。
表 2

CLI 対話型ヘルプ コマンド

コマンド

目的

help

任意のコマンド モードでヘルプ機能を簡単に説明します。

?

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコマンドをリストします。

コマンド（一部）?

この文字列で始まるコマンドをリストします（コマンドと疑問符の間
にスペースなし）。

コマンド（一部）<Tab>

一部のみ入力したコマンド名を補完します（コマンドと <Tab> の間に
スペースなし）。

コマンド ?

このコマンドに関連付けられたキーワード、引数、またはその両方を
リストします（コマンドと疑問符の間にスペースあり）。

コマンド キーワード ?

このキーワードに関連付けられた引数をリストします（キーワードと ?
の間にスペースあり）。
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次に、help コマンドの使用例を示します。

help
Router> help
Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.If nothing
matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?' shows the
available options.
Two styles of help are provided:
1. Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?')
and describes each possible argument.
2. Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to know
what arguments match the input (e.g. 'show pr?'.)

?
Router# ?
Exec commands:
access-enable
access-profile
access-template
alps
archive
<snip>

Create a temporary access-List entry
Apply user-profile to interface
Create a temporary access-List entry
ALPS exec commands
manage archive files

コマンド（一部）?
Router(config)# zo?
zone zone-pair

コマンド（一部）<Tab>
Router(config)# we<Tab> webvpn

コマンド ?
Router(config-if)# pppoe ?
enable
Enable pppoe
max-sessions Maximum PPPOE sessions

コマンド キーワード ?
Router(config-if)# pppoe enable ?
group attach a BBA group
<cr>

コマンド構文の概要
コマンド構文はコマンドの形式であり、CLI ではこの形式で入力する必要があります。コマンドは、コ
マンド、キーワード、および引数の名前で構成されます。キーワードは、文字通り使用される英数字の
文字列です。引数は、ユーザが指定する必要のある値のプレースホルダーです。キーワードおよび引数
は必須の場合も、任意の場合もあります。
特定の表記法を用いて、構文およびコマンドの要素に関する情報を表します。表 3 では、これらの表記
法について説明します。
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表 3

CLI 構文の表記法

記号 / テキスト

機能

備考

< >（山形カッコ）

オプションが引数であること
を示します。

山形カッコを用いずに引数を表示
することもあります。

A.B.C.D

ドット付き 10 進 IP アドレスを 山形カッコ（< >）を使用していて
入力する必要があることを示
も、IP アドレスが引数であること
を常に示しているとは限りません。
します。

WORD（すべて大文字）

1 語を入力する必要があること 山形カッコ（< >）を使用していて
を示します。
も、WORD が引数であることを常
に示しているとは限りません。

LINE（すべて大文字）

2 語以上入力する必要があるこ 山形カッコ（< >）を使用していて
とを示します。
も、LINE が引数であることを常に
示しているとは限りません。

<cr>（復帰）

使用可能なキーワードおよび —
引数のリストの最後を示しま
す。また、キーワードおよび
引数が任意であるときに表示
されます。 <cr> が唯一のオプ
ションである場合、分岐の最
後に到達しています。または、
分岐のないコマンドであれば、
コマンドの最後に到達してい
ます。

次に、構文の表記の例を示します。
Router(config)# ethernet cfm domain ?
WORD domain name
Router(config)# ethernet cfm domain dname ?
level
Router(config)# ethernet cfm domain dname level ?
<0-7> maintenance level number
Router(config)# ethernet cfm domain dname level 7 ?
<cr>
Router(config)# snmp-server file-transfer access-group 10 ?
protocol protocol options
<cr>
Router(config)# logging host ?
Hostname or A.B.C.D IP address of the syslog server
ipv6
Configure IPv6 syslog server
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イネーブル パスワードおよびイネーブル シークレット パスワードの概要
一部の特権 EXEC コマンドは、システムに影響を及ぼす処理に使用します。不正使用を防ぐため、こ
れらのコマンドにはパスワードを設定することを推奨します。イネーブル（暗号化なし）とイネーブル
シークレット（暗号化あり）の 2 種類のパスワードを設定できます。次のコマンドは、これらのパス
ワードを設定します。次のコマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで発行します。

• enable password
• enable secret password
イネーブル シークレット パスワードは暗号化され、イネーブル パスワードよりも安全であるため、イ
ネーブル シークレット パスワードの使用が推奨されます。イネーブル シークレット パスワードを使用
する場合、テキストが config.text ファイルに書き込まれる前に暗号化（判読できないように）します。
イネーブル パスワードを使用する場合、入力されたとおりに（判読できる状態で）テキストが
config.text ファイルに書き込まれます。
どちらの種類のパスワードも大文字と小文字が区別され、1 ～ 25 文字の大文字と小文字の英数字を使
用できます。パスワードを数字で始めることもできます。パスワードの中にスペースを使用することも
できます。たとえば、「two words」は有効なパスワードです。先行するスペースは無視されますが、
末尾のスペースは認識されます。

（注）

どちらのパスワード コマンドにも、単体の整数値である数字のキーワードがあります。パスワードの
最初の文字に数字を選択し、その後にスペースを続けた場合、システムはその数字を、数字のキーワー
ドであり、パスワードには含まれないものとして読み取ります。
両方のパスワードを設定した場合、イネーブル シークレット パスワードがイネーブル パスワードより
も優先されます。
パスワードを削除するには、no enable password コマンドまたは no enable secret password コマンド
の no 形式を使用します。
シスコ製品のパスワードの回復手順の詳細については、次を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/
products_tech_note09186a00801746e6.shtml

コマンド履歴機能の使用
コマンド履歴機能では、セッション中に入力するコマンドをコマンド履歴バッファに保存します。保存
するコマンド数のデフォルトは 10 ですが、0 ～ 256 の範囲で数を設定できます。このコマンド履歴機
能は、特に長いコマンドや複雑なコマンドを再呼び出しする場合に便利です。
ターミナル セッション用の履歴バッファに保存するコマンド数を変更するには、terminal history size
コマンドを発行します。
Router# terminal history size num

コマンド履歴バッファは、同じデフォルト値および設定のオプションを用いて、ライン コンフィギュ
レーション モードでも使用できます。ライン コンフィギュレーション モードでターミナル セッション
のコマンド履歴バッファ サイズを設定するには、history コマンドを発行します。
Router(config-line)# history [size num]
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履歴バッファからコマンドを再呼び出しするには、次の方法を使用します。

• Ctrl+P キーまたは上矢印キーを押す：最近使用したコマンドからコマンドを再呼び出しします。
キーを押すたびに、より古いコマンドが順次表示されます。

• Ctrl+N キーまたは下矢印キーを押す：Ctrl+P キーまたは上矢印キーを使用してコマンドを再呼び
出しした後の履歴バッファの中から、最近使用したコマンドを再呼び出しします。キーを押すたび
に、より新しいコマンドが順次表示されます。

（注）

矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末上でだけ機能します。

• ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードでの show history コマンドの発行：最近入力したコ
マンドをリストします。表示されるコマンド数は、terminal history size コマンドおよび history
コマンドの設定によります。
コマンド履歴機能はデフォルトでイネーブルに設定されています。ターミナル セッションでこの
機能をディセーブルにするには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで terminal no
history コマンドを発行するか、ライン コンフィギュレーション モードで no history コマンドを
発行します。

コマンドの短縮形
コマンドを実行するために、常に完全なコマンド名を入力する必要はありません。CLI は、省略形でも
一意に識別できるだけの十分な文字が含まれていれば、省略されたコマンドを認識します。たとえば、
show version コマンドは、sh ver として省略できます。s は show、set、または systat を意味する可能
性があるため、s ver として省略することはできません。また、show コマンドにはキーワードとして
version の他に vrrp があるため、sh v の省略形は有効ではありません。

CLI コマンドのエイリアスの使用
時間を節約し、何度も同じコマンド入力の繰り返しを省くために、コマンドのエイリアスを使用できま
す。コマンドラインで実行可能であればどのコマンドでも、実行するようにエイリアスを設定できます
が、エイリアスでは、モード間の移動、パスワードの入力、対話型機能の実行のいずれも行うことがで
きません。
表 4 に、デフォルトのコマンド エイリアスを示します。
表 4

デフォルトのコマンド エイリアス

コマンド エイリアス

元のコマンド

h

help

lo

logout

p

ping

s

show

u または un
w

undebug
where
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コマンド エイリアスを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで alias コマンドを
発行します。コマンド構文は、alias mode command-alias original-command です。次に、いくつかの
例を示します。

• Router(config)# alias exec prt partition：特権 EXEC モード
• Router(config)# alias configure sb source-bridge：グローバル コンフィギュレーション モード
• Router(config)# alias interface rl rate-limit：インターフェイス コンフィギュレーション モード
デフォルトおよびユーザによって作成されたエイリアスの両方を表示するには、show alias コマンドを
発行します。

alias コマンドの詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book.html を参照してくだ
さい。

コマンドの no 形式および default 形式の使用
ほとんどのコンフィギュレーション コマンドは no 形式があり、この形式を使用して、コマンドをデ
フォルト値に戻したり、フィーチャや機能をディセーブルにしたりします。たとえば、ip routing コマ
ンドはデフォルトでイネーブルに設定されています。このコマンドをディセーブルにするには、no ip
routing コマンドを発行します。IP ルーティングを再びイネーブルにするには、ip routing コマンドを
発行します。
コンフィギュレーション コマンドはまた、default 形式を持つ場合もあり、この形式を使用して、コマ
ンドの設定をデフォルト値に戻します。デフォルトでディセーブルに設定されているコマンドの場合、
default 形式を使用することで、コマンドの no 形式を使用する場合と同様の作用があります。デフォ
ルトでイネーブルに設定されていて、デフォルト設定を持つコマンドの場合、default 形式はコマンド
をイネーブルにし、設定をデフォルト値に戻します。システムで使用できるデフォルト コマンドを表
示するには、コマンドライン インターフェイスの適切なコマンド モードで default ? と入力します。

no 形式は、Cisco IOS コマンド リファレンスのコマンドのページに記載されています。default 形式は
通常、default 形式がコマンドのプレーン形式および no 形式とは異なる機能を実行する場合にだけ、
コマンド ページに記載されます。
コマンド ページには、多くの場合に「コマンドのデフォルト」に関する項が設けられています。コマ
ンドのデフォルトに関する項には、コンフィギュレーション コマンドに対してコマンドが使用されな
いときの設定状態、または EXEC コマンドに対して任意のキーワードまたは引数が指定されていない
ときのコマンドの使用結果が記載されています。

debug コマンドの使用
debug コマンドは、ネットワーク上の問題に対するトラブルシューティングを助ける広範な出力を生
成します。これらのコマンドは、Cisco IOS XE ソフトウェア内の多くのフィーチャおよび機能に使用
できます。debug コマンドの一部として、debug all、debug aaa accounting、および debug mpls
packets があります。デバイスとの Telnet セッション中に debug コマンドを使用する場合は、最初に
terminal monitor コマンドを入力する必要があります。デバッグを完全にオフにするには、undebug
all コマンドを入力する必要があります。
debug コマンドの詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/debug/command/reference/db_book.html の『Cisco IOS Debug
Command Reference』を参照してください。
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注意

デバッグは、デバイスを使用不可にする可能性のある、高プライオリティで CPU 使用率の高いプ
ロセスです。debug コマンドを使用するのは、特定の問題に対するトラブルシューティングの場合
だけです。デバッグの実行に最適なのは、ネットワーク トラフィックが少ない期間で、かつネット
ワークを使用してやりとりしているユーザが少ないときです。このような期間にデバッグすること
で、debug コマンド処理のオーバーヘッドにより、ネットワーク パフォーマンス、ユーザ アクセ
ス、または応答時間に影響を及ぼす可能性を低減します。

出力修飾子を使用する出力のフィルタリング
コマンドの多くは、複数の画面にわたり表示する大量の出力を生成します。出力修飾子を使用して、こ
の出力をフィルタし、確認の必要な情報だけを表示できます。
次の 3 つの出力修飾子を使用できます。

• begin regular-expression：正規表現の一致を検出した最初の行とそれに続くすべての行を表示し
ます。

• include regular-expression：正規表現の一致を検出したすべての行を表示します。
• exclude regular-expression：正規表現の一致を検出した行以外のすべての行を表示します。
これらの出力修飾子のうち 1 つを使用する場合は、コマンドの後に続けて、検索またはフィルタするパ
イプ記号（|）、修飾子、および正規表現を入力します。正規表現は大文字と小文字を区別する英数字の
パターンです。1 文字、1 数字、語句、またはさらに複雑な文字列を使用できます。
次に、show interface コマンドの出力をフィルタして、「protocol」の表現を含む行だけを表示する例
を示します。
Router# show interface | include protocol
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Serial4/0 is up, line protocol is up
Serial4/1 is up, line protocol is up
Serial4/2 is administratively down, line protocol is down
Serial4/3 is administratively down, line protocol is down

CLI のエラー メッセージ
CLI 使用時にいくつかのエラー メッセージが表示されることがあります。表 5 に、一般的な CLI エ
ラー メッセージを示します。
表 5

CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

% Ambiguous command:
"show con"

ヘルプの表示方法

コマンドを認識するのに十分 コマンドの後に続けてスペースと疑
な文字列を入力していません。 問符（?）を再入力します。コマンド
に対して入力可能なキーワードが表
示されます。
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表 5

CLI の代表的なエラー メッセージ （続き）

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Incomplete command.

コマンドに必要なキーワード
または値をすべて入力してい
ません。

コマンドの後に続けてスペースと疑
問符（?）を再入力します。コマンド
に対して入力可能なキーワードが表
示されます。

% Invalid input detected at "^" コマンドの入力ミスです。間
marker.
違っている箇所をキャレット
（^）記号で示しています。

疑問符（?）を入力すると、そのコマ
ンド モードで使用できるすべてのコ
マンドが表示されます。コマンドに
対して入力可能なキーワードが表示
されます。

システム エラー メッセージの詳細については、『System Messages for Cisco IOS XE 』を参照してくだ
さい。

コンフィギュレーションに対する変更の保存
デバイスのコンフィギュレーションに対して行った変更を保存するには、copy running-config
startup-config コマンドまたは copy system:running-config nvram:startup-config コマンドを発行す
る必要があります。これらのコマンドを発行すると、コンフィギュレーションに対して行った変更がス
タートアップ コンフィギュレーションに保存されます。保存されるのは、ソフトウェアのリロード時、
デバイスの電源がオフになったとき、または電源が遮断された場合です。次に、copy running-config
startup-config コマンド構文を表示する例を示します。
Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?

Enter キーを押して startup-config のファイル名（デフォルト）を使用するか、新しいファイル名を入
力して Enter キーを押し、その名前を使用します。次の出力が表示され、コンフィギュレーションが保
存されたことを示します。
Building configuration...
[OK]
Router#

ほとんどのプラットフォームで、コンフィギュレーションは NVRAM に保存されます。クラス A フ
ラッシュ ファイル システムを備えるプラットフォームの場合、コンフィギュレーションは
CONFIG_FILE 環境変数によって指定された場所に保存されます。CONFIG_FILE 変数のデフォルト
は NVRAM になります。
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その他の情報
• 『Cisco IOS XE Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「Part 1: Using the Cisco IOS
Command-Line Interface (CLI)」

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ios_xe/fundamentals/configuration/guide/2_xe/cf_xe_book.h
tml
または
『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Software Configuration Guide』の「Using
Cisco IOS XE Software」の章

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/Using_CLI.html
• シスコ製品サポート リソース

http://www.cisco.com/go/techdocs
• Cisco.com のサポートサイト（タスクまたは製品によるマニュアル検索もできます）

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
• Software Download Center（ダウンロード / ツール / ライセンス、登録、アドバイザリ、一般情報）
（Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要）

http://www.cisco.com/kobayashi/sw-center/
• エラー メッセージ デコーダ。Cisco IOS XE ソフトウェアのエラー メッセージを調査し解決を支援
するツールです。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
• Command Lookup Tool。Cisco IOS XE コマンドの詳しい説明の検索を支援するツールです
（[Select an index] で [IOS] を選択し、[Select a release] で [All IOS Commands] を選択）
（Cisco.com のユーザ ID とパスワードが必要）。

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
• Output Interpreter。サポート対象の show コマンドのコマンド出力を分析するトラブルシューティ
ング ツールです。

https://www.cisco.com/pcgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の概要
ここでは、Cisco ASR 1000 シリーズ サービス統合型ルータ上の Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の概要に関して、そのシグナリング機能とメディア機能、統合配置モデルと分散配置モデル、
サポートされる機能、サポートされる MIB について説明します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

内容
• 「Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）」（P.15）
• 「サポート対象 MIB」（P.19）

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上の Cisco Unified
Border Element（SP Edition）
Cisco Unified Border Element（SP Edition）を使用すると、複数の管理ドメイン間で直接 IP-IP 相互接
続を使用して、セッションベースのサービスを実行できるようになります。これにより、プロトコル
インターワーキング、セキュリティ、アドミッション コントロールや管理が実現されます。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、ネットワーク境界に配置して、そのネットワークとのコー
ル アドミッションを制御する Voice over IP（VoIP）デバイスです。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、コールによる過負荷や不正トラフィックからネット
ワークの内部を保護します。Cisco Unified Border Element（SP Edition）のその他の機能には、メディ
ア ブリッジングや課金サービスがあります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれており、ハード
ウェアを追加することなく実行できます。

SBC サービスには、次の 2 つの機能領域があります。
• シグナリング SBC 機能：Signaling Border Element（SBE）で管理します。ネットワークのコアへ
の VoIP シグナリング メッセージのアクセスを制御し、これらのメッセージの内容を操作します。
この機能は、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）の Back-to-back User
Agent（B2BUA）として動作することによって実現されます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J
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• メディア SBC 機能：Data Border Element（DBE）で管理します。ネットワークへのメディア パ
ケットのアクセス コントロールし、さまざまなメディア ストリームに対する差別化サービスと

Quality of Service（QoS）の提供、サービス盗用の防止が可能です。この機能は、Real-Time
Transport Protocol（RTP）プロキシとして動作することによって実現されます。
Cisco IOS XE Release 2.4 の、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次の 2 つのモードまた
は配置モデルで動作します。
• 統合：統合モデルでは、SBE と DBE の両方の論理エンティティが同じネットワーク エレメント上
に共存しています。このモデルでは、シグナリング エンティティはルータと同じ場所にあるメ
ディアを制御します。簡潔に言えば、SBE が SIP パケットと H.323 パケットを処理し、DBE が
RTP パケットと RTCP パケットを処理します。

• 分散：分散モデルでは、SBE エンティティと DBE エンティティは 2 つの異なるネットワーク エレ
メント上にあります。したがって、各 SBE エンティティは複数の DBE エレメントを制御し、各
DBE は複数の SBE エンティティによって制御される可能性があります。SBE は、Session
Controller Interface（SCI）を使用して DBE エンティティと通信します。SCI インターフェイスは
H.248 プロトコルをサポートしています。
このモデルでは、ベアラは常に DBE を介し、SBE はシグナリング フローだけに関与します。一般
に、このモデルには、DBE H.248 プロファイルをサポートするサードパーティ製 SBE を使用しま
す。

（注）

統合モデルを使用する場合でも DBE の設定が必要なことに注意してください。これは、DBE の設定に
より、RTP メディアを伝送するために必要な情報が得られるためです。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.3 以前のバージョンでは、SBC は分散モデルの DBE だけをサポートしていま
す。
図 1 に統合モデルを示します。図 2 に、SBE、DBE、およびその他のネットワーク エレメントの関係
を示します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
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図 1

統合モデルにおける SBE、DBE、その他のネットワーク エレメントの関係
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Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）

図 2
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）の概要
Cisco ASR 1001 シリーズ ルータ上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）

Cisco ASR 1001 シリーズ ルータ上の Cisco Unified
Border Element（SP Edition）
表 1 に、Cisco ASR 1001 シリーズ ルータでサポートされるスケーラビリティとパフォーマンスをリス
トします。

表 1

Cisco ASR 1001 シリーズ ルータでサポートされるスケーラビリティとパフォーマンス

プラットフォー
ム

HT=18
0

RP CPU

QFP
CPU

CPS 低下
%

輻輳の原因

メモリの設定

スループット値

機能

ASR 1001 1 RU

CPS=60

33%

40%

該当せず

メモリ

デフォルト

5000K

該当せ
ず

ASR 1001 1 RU

CPS=57 66%

78%

該当せず

メモリ

デフォルト

2500L

該当せ
ず

サポート対象 MIB
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上の SBC に対し、Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、次の MIB が
サポートされています。

• CISCO-SESSION-BORDER-CONTROLLER-EVENT-MIB
• CISCO-SESSION-BORDER-CONTROLLER-CALL-STATS-MIB

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上での MIB のサポートの詳細については、『Cisco ASR 1000 Series
Aggregation Services Routers MIB Specifications Guide』を参照してください。このマニュアルは次の
場所にあります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/mib/guide/asr1kmib.html
特定のプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットでの MIB を検索しダウン
ロードするには、次の場所にある Cisco MIB Locator を使用してください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index
Cisco MIB Locator で必要な MIB 情報がサポートされていない場合は、次の場所にあるシスコの MIB
のページで、サポートされている MIB の一覧を入手し MIB をダウンロードできます。
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘れ
たか、紛失した場合は、cco-locksmith@cisco.com に空の E メールを送信してください。自動チェック
によって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。チェックが正
常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで届きます。
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Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の設定
この章では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）における Data Border Element（DBE）およ
び Signaling Border Element（SBE）の設定方法を説明します。
ただし、統合モデルで実行している場合も、DBE 設定は必要です。これは、DBE 設定は RTP メディ
アのフローに必要な情報を提供するからです。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、
http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マ
スター コマンド リストを参照してください。

統合モデルの設定
この項には、統合モデルの設定に関する次の情報が含まれます。

• 「統合モデルでの SBE の設定」（P.21）
• 「統合モデルでの DBE の設定」（P.32）
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）におけるイメージのアップグレード手順」（P.34）

統合モデルでの SBE の設定
この項では、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ で SBE を設定する方法を説明します。

前提条件
• ユニファイド モードでは、DBE の前に SBE を設定する必要があります。
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• SBE を設定するとき、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の使用を開始する前に、デ
フォルトのブラックリスティングしきい値を上書きするように、ブラックリスティングを設定する
必要があります。設定情報については、「ダイナミック ブラックリスティングの動作」（P.307）を
参照してください。

• アクティブ コールが 500 以上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）を実行する場合、
buffer huge size 65535 コマンドを使って、巨大なバッファ サイズを 65535 バイトに設定します。
デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアは「巨大な」バッファ サイズを 18084 バイトになるよ
うに設定しますが、アクティブ コールの数が 500 を超える場合、これは監査応答できるほど大き
くないため、バッファ サイズを増やす必要があります。

設定のヒント
メディア ポートの範囲の予約により、コール シグナリング パケットがルート プロセッサ（RP）に到
達できないようなケースを避けるために、シグナリングのアドレスとメディア アドレスには異なるア
ドレスを使用することを強くお勧めします。このケースでは、SBC がメディア用に予約しているポー
トを使用して、コールを受信しようとしている場合、パケットは RP に転送されず、廃棄されます。こ
のようなケースは、TCP 転送を使用する H.323 および SIP コールでよく発生する傾向があります。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
6. signaling-port port_num
7. remote-address ipv4 ip-address ip-mask
8. signaling-peer peer_name
9. signaling-peer-port port_num
10. attach
11. exit
12. adjacency sip adjacency-name
13. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
14. signaling-port port_num
15. remote-address ipv4 ip-address ip-mask
16. signaling-peer peer_name
17. signaling-peer-port port_num
18. attach
19. call-policy-set policy-set-id
20. first-call-routing-table table-name
21. rtg-src-adjacency-table table-id
22. entry entry-id
23. action
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24. dst-adjacency target-adjacency
25. match-adjacency key
26. exit
27. entry entry-id
28. action
29. dst-adjacency target-adjacency
30. match-adjacency key
31. complete
32. active-call-policy-set policy-set-id
33. activate
34. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
Access

ステップ 5

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

（注）

SBC を機能させるには、少なくとも 2 つの隣接を
設定する必要があります。

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 88.103.29.100

ステップ 6

signaling-port port_num

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060

ステップ 7

remote-address ipv4 ip-address ip-mask

例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
200.200.200.0 255.255.255.0

ステップ 8

signaling-peer peer_address

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
200.200.200.118

ステップ 9

signaling-peer-port port_num

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピア ポートを
指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 5060
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

ステップ 11 exit

SBE SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、
SBE モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 12 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

例：

します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
Core

ステップ 13 signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 88.103.33.100

ステップ 14 signaling-port port_num

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060

ステップ 15 remote-address ipv4 ip-address ip-mask
例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
200.200.200.0 255.255.255.0

ステップ 16 signaling-peer peer_address

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
200.200.200.118

ステップ 17 signaling-peer-port port_num

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピア ポートを
指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 5060

ステップ 18 attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
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コマンドまたはアクション
ステップ 19 call-policy-set policy-set-id
例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy)#
call-policy-set 1

ステップ 20 first-call-routing-table table-name
例：

目的

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セット コン
フィギュレーション モードを開始して、必要に応じて新規
ポリシー セットを作成します。
（注）

どのような場合でも、コール ポリシー セットは 1
つだけです。

新しいコール イベントに対してポリシーのルーティング段
階を実行するときに最初に処理するポリシー テーブルの名
前を設定します。

RouterRouter(config-sbc-sbe-callpolicy)#
first-call-routing-table start-table

ステップ 21 rtg-src-adjacency-table table-id
例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy)#
rtg-src-adjacency-table start-table

ステップ 22 entry entry-id

エントリが送信元隣接と一致する SBE ポリシー セットの
コンテキスト内で、ルーティング テーブルのコンフィギュ
レーション モードを開始します（ルーティング テーブル
は必要に応じて作成します）。
ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable)#
entry 1

ステップ 23 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable-entry
)# action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。指定できるアクションは次のとお
りです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
るルーティング テーブルの名前を設定します。これに
は、next-table キーワードと goto-table-name 引数を使
用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完了し
ます。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクション
を拒否します。
ステップ 24 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable-entry
)# dst-adjacency Core

ステップ 25 match-adjacency target-adjacency
例：

番号分析、または送信元隣接と照合されるエントリを持つ
ルーティング テーブルで、エントリの照合値を設定しま
す。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-adjacency Access

ステップ 26 exit
例：

ルーティング テーブル内のエントリを設定するためのモー
ドを終了し、エントリを作成するためにルーティング テー
ブルのコンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 27 entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable)#
entry 2

ステップ 28 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable-entry
)# action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。指定できるアクションは次のとお
りです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
るルーティング テーブルの名前を設定します。これに
は、next-table キーワードと goto-table-name 引数を使
用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完了し
ます。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクション
を拒否します。
ステップ 29

dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-callpolicy-rtgtable-entry
)# dst-adjacency Access

ステップ 30 match-adjacency target-adjacency
例：

番号分析、または送信元隣接と照合されるエントリを持つ
ルーティング テーブルで、エントリの照合値を設定しま
す。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-adjacency Core

ステップ 31 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# complete

ステップ 32 active-call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でアクティブなルーティング ポリ
シー セットを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# active-call-policy-set
1

ステップ 33 activate

SBC サービスを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# activate

ステップ 34 end

SBC-DBE コンフィギュレーション モードを終了し、
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end
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既存のコール ポリシー セットの修正
ポリシー セットは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）上で一度にアクティブにできるポリ
シーの集合です。ポリシー セットがアクティブな場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
はポリシー セット内で定義されているルールを使用して、ポリシーをイベントに適用します。ルー
ティング、および番号分析は、コール ポリシー セットで設定されます。
一度にアクティブにできるのは、各タイプのポリシー セット 1 つだけです。アクティブなポリシー
セットは、いつでも切り替えることができます。現在、アクティブなポリシー セットを修正できるよ
うにするには、まず、これを非アクティブ化する必要があります。しかし、アクティブではないポリ
シー セットは修正できます。ポリシー セットは、アクティブでなければ削除できます。
既存のコール ポリシー セットを修正する場合、まず、no active call-policy-set コマンドを使用して非
アクティブ化し、次に no complete コマンドを実行します。
次のタスクは、アクティブなコール ポリシー セットを非アクティブ化します。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. no active-call-policy-set policy-set-id
5. no complete
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

no active-call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でアクティブなルーティング ポリ
シー セットを非アクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# no
active-call-policy-set 1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

no complete

アクティブ ルーティング ポリシー セットを完了しません。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# no complete

ステップ 6

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# exit

既存のコール ポリシー セットの置換
一度にアクティブにできるのは、各タイプのポリシー セット 1 つだけです。アクティブなポリシー
セットはいつでも置換または切り替えできます。そのためには、まず、既存のコール ポリシー セット
を非アクティブ化します。その後、新しいコール ポリシー セットをアクティブ化して、有効にします。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. no active-call-policy-set policy-set-id
5. active-call-policy-set policy-set-id
6. complete
7. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

sbe

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

no active-call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でアクティブなルーティング ポリ
シー セットを非アクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# no
active-call-policy-set 1

ステップ 5

active-call-policy-set policy-set-id

例：

直前にアクティブだったルーティング ポリシー セットを
置き換える、新しいアクティブ ルーティング ポリシー
セットをアクティブ化します。

Router(config-sbc-sbe)# active-call-policy-set
6

ステップ 6

complete

アクティブ ルーティング ポリシー セットを完了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable-entry)# no complete

ステップ 7

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# exit

メモリ警告
メモリ警告機能を使用すると、デバイスで使用できる空きメモリの量に基づいて、SBC のアクティブ
コールの数を設定できます。
たとえば、ASR1000 は最大 5000 のアクティブ コールと、その他の機能をサポートする場合がありま
す。アクティブ コールの上限が設定されていない場合で、その他の非 SBC 機能も使用中であるとき
は、SBC がシステム メモリを使用し、メモリのフラグメンテーションやメモリ不足が原因となって
ASR1000 の基本機能に影響することがあります。
メモリ警告機能を使用すると、メモリのさまざまな可用性レベルについてしきい値やドロップ率を設定
できます。これにより、新しいコールまたはコール登録によりメモリが消費されることを防ぐことがで
きます。
メモリ警告機能は、マイナー（Minor）、メジャー（Major）、クリティカル（Critical）、停止（Halt）
の 4 つのレベルで構成されます。レベルは、指定の時間に使用可能なプロセッサ メモリの量に基づい
て定義されます。プロセッサ メモリは新しいコールが 10 個発生するごとにチェックされ、使用可能な
メモリが確認されます。
使用可能メモリのパーセンテージを設定して各レベルをトリガーし、10 個のコールを 1 セットにして
拒否するコールの数を定義できます（0 ～ 10）。
表 1 に、デフォルトのパーセンテージとドロップ率を示します。
表 1

SBC メモリ警告レベル、デフォルトのメモリ パーセンテージ、拒否するコール

レベル

デフォルトのメモリ残量（パーセン
テージ）

拒否するコール数

Minor

<= 25%

0 / 10

Major

<= 20%

4 / 10
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表 1

（注）

SBC メモリ警告レベル、デフォルトのメモリ パーセンテージ、拒否するコール

レベル

デフォルトのメモリ残量（パーセン
テージ）

拒否するコール数

Critical

<= 15%

9 / 10

Halt

<= 10%

10 / 10

停止（Halt）レベルの設定または変更はできません。デバイスで利用可能なメモリのパーセンテージが
10 未満になった場合にのみ、SBC は新しいコールの受け入れを停止します。
メモリ レベルが変更されるたびに、次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
*July 2010 10:25:56.489: %SBC_COMP-3-MEMORY_ALERT: SBC memory congestion level has changed
from CRITICAL to MINOR.
Usage: 883638296 of 1774290032 bytes.

メモリのしきい値と新しいコールを拒否する割合を設定するには、[no] reject-threshold [level]

memory [percentage] [reject rate] コマンドを使用します。

メモリ警告の設定
ここでは、拒否しきい値と、新しいコールを拒否する割合を設定します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. reject-threshold
5. end
6. show sbc sbc-name sbe call-stats reject-threshold
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router#configure

ステップ 2

SBC サービス モードの開始をイネーブルにします。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mySbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内での SBE エンティティ モードの開始をイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

reject-threshold

メモリのしきい値と、新しいコールを拒否する割合を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# reject-threshold major
memory 20 5

ステップ 5

config-sbc-sbe モードを終了します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 6

show sbc sbc-name sbe call-stats
reject-threshold

指定した SBC の拒否しきい値の詳細を示します。

例：
Router# show sbc mySbc sbe call-stats
reject-threshold

統合モデルでの DBE の設定
この項では、統合モデルの Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ で DBE を設定する方法を説明します。
統合モデルで実行している場合も、DBE 設定は必要です。これは、DBE 設定は RTP メディアのフ
ローに必要な情報を提供するからです。

前提条件
アクティブ コールが 500 以上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）を実行する場合に、
buffer huge size 65535 コマンドを使って、巨大なバッファ サイズを 65535 バイトに設定し、監査応答
に十分なサイズのバッファを確保します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. media-address ipv4 A.B.C.D
4. activate
5. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC-DBE コンフィギュレーション モード
を開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

media-address ipv4 {A.B.C.D}

例：

ローカル メディア アドレスとして、DBE により使用され
る IPv4 アドレスを追加します。このアドレスは、SBC 仮
想インターフェイス アドレスです。

Router(config-sbc)# media-address ipv4 1.1.1.1

ステップ 4

DBE to SBE について、SBC サービスを開始します。

activate

例：
Router(config-sbc)# activate

ステップ 5

SBC-DBE コンフィギュレーション モードを終了し、
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc)# end

Cisco Unified Border Element（SP Edition）統合モデル
の設定：例
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）統合モデルの設定例を示します。
Router# show run sbc
Generating configuration....
sbc test
sbe
adjacency sip Access
signaling-address ipv4 88.103.29.100
signaling-port 5060
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.118
signaling-peer-port 5060
attach
adjacency sip Core
signaling-address ipv4 88.103.33.100
signaling-port 5060
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.118
signaling-peer-port 5060
attach
call-policy-set 1
first-call-routing-table start-table
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rtg-src-adjacency-table start-table
entry 1
action complete
dst-adjacency Core
match-adjacency Access
entry 2
action complete
dst-adjacency Access
match-adjacency Core
complete
active-call-policy-set 1
media-address ipv4 88.103.29.100
media-timeout 30
deactivation-mode normal
activate

メモリ警告の設定：例
次の例では、メモリのしきい値を設定し、新しいコールを拒否する割合を設定する方法を示します。
Router# configure
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# reject-threshold minor memory 30 0
Router(config-sbc-sbe)# reject-threshold major memory 20 5
Router(config-sbc-sbe)# reject-threshold critical memory 15 9
Router(config-sbc-sbe)# end
Router# show sbc mySbc sbe call-stats reject-threshold
Level
Memory Trigger
Action
------------------------------------------------minor
< 30 percent
0 in 10 calls dropped
major
< 20 percent
5 in 10 calls dropped
critical < 15 percent
9 in 10 calls dropped
halt
< 10 percent
10 in 10 calls dropped
Current level: NORMAL
Total calls rejected due to low memory threshold: 0

Cisco Unified Border Element（SP Edition）におけるイ
メージのアップグレード手順
次に、イメージのアップグレードの実行手順を説明します。
ステップ 1

tftp ロケーションからハードディスクに Cisco Unified Border Element（SP Edition）イメージをコピー
します。

ステップ 2

show platform コマンドを使用して、このノードに 2 つの RP カードがあるかどうかをチェックしま
す。
このノードに 2 つの RP カードがある場合は、次のコマンドを使用して、イメージをスタンバイ カード
にコピーします。
Router# copy harddisk:asr1000rp1new_image.bin stby-harddisk:asr1000rp1new_image.bin
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ステップ 3

次のコマンドを使用して、アクティブ RP で既存のイメージの no boot system を実行します。
Router(config)# no boot system harddisk:asr1000rp1old_image.bin

ステップ 4

次のコマンドを使用して、アップグレードを開始します。
RTP-ASR-1(config)# boot system harddisk:asr1000rp1<new_image>.bin

ステップ 5

show run を実行して、変更が反映されたかどうかを確認します。

ステップ 6

reload コマンドを使用して、ノードをリロードします。
Router# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y
Building configuration...
[OK]
Proceed with reload? [confirm] y

ステップ 7
ステップ 8

「reload」後、新しいイメージがロードされたことを確認するには、show version コマンドを使用しま
す。
アップグレード後、show platform コマンドを使用して、すべてのカードがアクティブ ステートに
なったことを確認します。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、単一メディア アドレス、またはメディア アドレスの
範囲を指定して設定できます。また、設定したアドレスに対して、許容されるポート範囲を 1 つ以上定
義できます。この機能を使用して、管理者は、ポート範囲指定の有無にかかわらず、アドレス プール
で Data Border Element（DBE）アドレスを設定または制限し、ポート範囲ごとにサービス クラス
（CoS）アフィニティを定義できます。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、統合モデルと分散モデルの両方でこの機能をサポートしています。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

メディア アドレス プールの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.1 この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。
Cisco IOS XE Release 2.4 SBC 統合モデルのサポートの追加。
Cisco IOS XE Release 3.2S ポート範囲のタグを使用したメディア アドレス プールの選択に関するサ
ポートが追加されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「前提条件：メディア アドレス プールの実装」（P.38）
• 「メディア アドレス プール設定の制約事項」（P.38）
• 「メディア アドレス プール」（P.39）
• 「メディア アドレス プールの設定」（P.39）
• 「CAC ポリシーのポート範囲タグの設定」（P.42）
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• 「メディア アドレス プールの設定：例」（P.46）
• 「CAC ポリシーのポート範囲タグの設定：例」（P.47）

前提条件：メディア アドレス プールの実装
メディア アドレス プールを実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。

• メディア アドレス プールを実装する前に、スタティック ルートを作成する必要があります。

（注）

リモート ピアがメディア アドレスのインターフェイス VLAN と同じ VLAN 上に存在する
場合、スタティック ルートの作成に失敗します。

• メディア アドレス プールを実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに
設定されている必要があります。

メディア アドレス プール設定の制約事項
メディア アドレス プールの設定には、次の制約事項があります。

• 終了アドレスは、開始アドレスよりも数値的に大きくなければなりません。
• 最小ポートは、最大ポートよりも数値的に小さくなければなりません。
• ポート範囲は重複できません。
• アドレス範囲は重複できません。
• アドレス範囲および単一アドレスは重複できません。
• 単一コマンドでアドレスの範囲を定義する場合、その範囲内のアドレスは、割り当てられるポート
範囲を共有します。それぞれのメディア アドレスに異なるポート範囲の指定が必要になる場合、
アドレスを別々に設定しなければなりません。

• メディア アドレスおよびポート範囲を削除できるのは、DBE をアクティブにする前だけです。
DBE をアクティブにした後にアドレスおよびポート範囲を削除するには、DBE を非アクティブに
する必要があります。

• メディア アドレスおよびアドレスのプールを設定した後は、DBE を削除しない限りそれらを削除
することができません。

• ポート範囲のタグは Signaling Border Element（SBE）でのみサポートされます。DBE ではサポー
トされません。

• メディア アドレスとシグナリング アドレスが同一である必要はありません。メディア アドレスと
シグナリング アドレスが同じであるときに、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータがシグナリング パ
ケットの送信にエフェメラルなポートを選択する場合、そのポートはメディア アドレスのポート
範囲と重なっている可能性があります。結果として、シグナリング パケットは RP までパントされ
ず、メディア パケット フィルタによってドロップされます。この場合、SBC を介した 2 番めの
レッグ中に不完全な TCP ハンドシェイクなどのイベントが発生することもあります。
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メディア アドレス プール
ポート範囲を指定しない場合は、使用可能なすべての VoIP ポート番号が有効です。VoIP ポート範囲全
体は、16384 ～ 32767 の範囲（両端の番号を含む）にわたります。
ポート範囲ごとに CoS アフィニティを定義できます。CoS セットは、Quality of Service（QoS）パ
ケット マーキングに使用されるものと同じであり、音声およびビデオから構成されます。関連付ける
CoS アフィニティを定義しない場合、アフィニティの対象はすべてのコール タイプになります。
既存のポート範囲または既存のポート範囲のサービス クラス（CoS）アフィニティを変更したり、既
存のポート範囲を削除したりできます。コンフィギュレーションの変更は、既存のコールには適用され
ません。ただし、コンフィギュレーションをコミットした後に設定されたコールには適用されます。

Cisco IOS Release 3.2S 以降、ポート範囲のタグを使用したメディア アドレス プールの選択に関するサ
ポートが追加されました。ポート範囲のタグはユーザ設定のストリングで、SBC の Call Admission
Control（CAC; コール アドミッション制御）ポリシーにあるコールに適用できます。コールにポート
範囲のタグを適用するポリシーを設定するとき、すべての CAC ポリシー フィールドと同様に、コール
属性の正常なサブセットを照合できます。同様に、メディア アドレスまたはメディア アドレス プール
のポート範囲を設定するときにタグを追加できます。
コールが SBC に到達すると、コール セットアップの一部として CAC に渡されます。設定した CAC
ポリシーがコールに一致する場合、ポリシーがコールにポート範囲タグを割り当てます。この後、値は
メディア コンポーネントに渡されます。
コールのローカル メディア アドレスとポートを選択するとき、SBC は次の条件を満たすポート範囲か
らポートを選択します。条件は、指定されている順序で適用されます。

1. メディア アドレス範囲が、要求された VPN 内にある。
2. メディア ストリームが要求された場合、メディア アドレス範囲にメディア ストリームの要求に一
致した IP レルムがある。
3. ポート範囲（port-range）にメディア ストリームに求められているものと同じ CoS があるか、ま
たは「Any」の CoS が設定されている。
4. メディア ストリームに指定されたポート範囲タグがある場合、ポート範囲（port-range）は設定さ
れているのと同じポート範囲タグが必要である。ただし、メディア ストリームに、指定された
ポート範囲タグがない場合、ポート範囲（port-range）には、デフォルトの長さがゼロ（0）の
ポート範囲タグが設定されている必要があります。

メディア アドレス プールの設定
ここでは、メディア アドレス プールの設定手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. media-address {ipv4 | ipv6} {addr} [nat-mode twice-nat | vrf vrf-name | managed-by {dbe |
mgc}]
または
media-address pool {ipv4 | ipv6} {start-addr} {end-addr} [nat-mode twice-nat | vrf vrf-name |
managed-by {dbe | mgc}]
4. port-range min-port max-port [any | voice | video | signaling | fax | tag tag-string]
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5. end
6. show sbc service-name sbe addresses
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc MySBC

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC
サービスを作成し、SBC コンフィギュレーション
モードを開始します。

service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義
します。

ステップ 3

media-address {ipv4 | ipv6} {addr} [nat-mode
twice-nat | vrf vrf-name | managed-by {dbe | mgc}]

DBE がローカル メディア アドレスとして使用でき
るアドレス セットに、IPv4 または IPv6 のアドレ
スを追加します。

例：
Router(config-sbc)# media-address ipv4 10.10.10.1

• addr：DBE に到達するメディアに対して使用
できる SBC インターフェイス上のローカル
IPv4 または IPv6 アドレス。
• nat-mode twice-nat：（任意）ローカル アドレ
スを Twice NAT ピンホール用に予約できます。
• vrf vrf-name：（任意）IP アドレスが特定の
VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN
ルーティング / 転送）インスタンスに関連付け
られていることを指定します。VRF を指定し
ないと、アドレスはグローバル VPN 上のアド
レスと見なされます。

• managed-by：（任意）DBE または MGC がフ
ローのローカル アドレスとしてこれらのアド
レスを選択することを許可するかどうかを指定
します。

• dbe：（任意）フローのローカル アドレスとし
てこれらのアドレスを選択することを DBE だ
けに許可することを指定します。

• mgc：（任意）フローのローカル アドレスとし
てこれらのアドレスを選択することを Media
Gateway Controller（MGC; メディア ゲート
ウェイ コントローラ）だけに許可することを
指定します。
または
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目的

media-address pool {ipv4 | ipv6} {start-addr}
{end-addr} [nat-mode twice-nat | vrf vrf-name |
managed-by {dbe | mgc}]

SBC でローカル メディア アドレスとして使用でき
る連続した IPv4 および IPv6 のメディア アドレス
のプールを作成し、SBC メディア アドレス プール
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# media-address pool ipv4
10.10.10.1 10.10.10.20

• start-addr：アドレス範囲の開始 IPv4/IPv6 メ
ディア アドレスです。

• end-addr：アドレス範囲の終了 IPv4/IPv6 メ
ディア アドレスです。終了アドレスは、開始
アドレスよりも数値的に大きくなければなりま
せん。

• nat-mode twice-nat：（任意）ローカル アドレ
スを Twice NAT ピンホール用に予約できます。
• vrf vrf-name：（任意）IP アドレスが特定の
VRF インスタンスに関連付けられていること
を指定します。VRF インスタンスを指定しな
いと、アドレスはグローバル VPN 上のアドレ
スと見なされます。

• managed-by：（任意）DBE または MGC がフ
ローのローカル アドレスとしてこれらのアド
レスを選択することを許可するかどうかを指定
します。

• dbe：（任意）フローのローカル アドレスとし
てこれらのアドレスを選択することを DBE だ
けに許可することを指定します。

• mgc：（任意）フローのローカル アドレスとし
てこれらのアドレスを選択することを MGC だ
けに許可することを指定します。
ステップ 4

port-range min-port max-port [any | voice | video |
signaling | fax | tag tag-string]

SBC でローカル メディア アドレスとして使用でき
る連続した IPv4 メディア アドレスのプールを作成
し、SBC メディア アドレス プール コンフィギュ

例：

レーション モードを開始します。

Router(config-sbc-media-address-pool)# port-range
16384 30000 video

SBC メディア アドレス プール コンフィギュレー
ション モードでは、ポート範囲の CoS はビデオに
なります。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc)# end

ステップ 6

SBE 上に設定されたアドレスをリストします。

show sbc sbe addresses

例：
Router# show sbc dmsbc-node9 sbe addresses
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CAC ポリシーのポート範囲タグの設定
ここでは、SBC の CAC ポリシーにあるコールに適用するポート範囲タグを設定する手順について説明
します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
7. entry entry-id
8. cac-scope {list of scope options}
9. caller port-range-tag {adj-name | none | string tag-string}
10. callee port-range-tag {adj-name | none | string tag-string}
11. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
12. exit
13. exit
14. complete
15. exit
16. cac-policy-set global policy-set-id
17. end
18. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entry id
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる
コール ポリシー セット番号。

ステップ 5

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount

ステップ 6

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope
コマンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ステップ 7

entry entry-id

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
またはメッセージはすべてのエントリに適用され
ます。

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable)# entry 1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ内
の範囲を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope category

• list of scope options：イベント照合に使用される次の
いずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーからの
イベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイベン
ト。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイ
ベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベン
ト。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受
信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される制
限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメン
バーとの間で送受信されるすべてのイベントに適
用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限は、
個々の加入者（レジストラ サーバで登録されてい
るデバイス）から送受信されるすべてのイベント
に適用されます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

caller port-range-tag {adj-name | none | string
tag-string}

発信側のポート範囲のタグを設定します。このタグは、メ
ディア アドレスとポートを選択する場合に使用します。

• adj-name：送信元隣接の名前をポート範囲タグとして

例：

使用します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller port-range-tag adj-name

• none：CAC エントリに一致したコールのポート範囲
タグを使用しないように SBC にプロンプトを出し、
（該当する場合は）以前に検出したストリングを削除
します。

• string tag-string：明示的なポート範囲のタグ ストリ
ングを指定します。
ステップ 10 callee port-range-tag {adj-name | none | string
tag-string}

着信側のポート範囲のタグを設定します。このタグは、メ
ディア アドレスとポートを選択する場合に使用します。

• adj-name：宛先隣接の名前をポート範囲タグとして使

例：

用します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee port-range-tag string
GenericCorePortRange

• none：CAC エントリに一致したコールのポート範囲
タグを使用しないように SBC にプロンプトを出し、
（該当する場合は）以前に検出したストリングを削除
します。

• string tag-string：明示的なポート範囲のタグ ストリ
ングを指定します。
ステップ 11 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 12 exit

エントリ モードを終了し、CAC テーブル モードを開始し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 13 exit

CAC テーブル モードを終了し、CAC ポリシー モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 14 complete

セット全体をコミットした後、CAC ポリシー セットを終
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 15 exit

CAC ポリシー モードを終了し、SBE コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 16 cac-policy-set global policy-set-id
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global
23

目的
グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー
セット番号。ポリシー セットは、complete 状態でなけ
ればデフォルト ポリシーとして割り当てることはでき
ません。

ステップ 17 end

CAC テーブル モードを終了し、特権 EXEC モードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# end

ステップ 18 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table
name entry id

発信側と着信側のポート範囲タグなど、CAC ポリシー
テーブルの特定エントリに関する詳細情報をリストしま
す。

例：
Router# show sbc MySBC sbe cac-policy-set 1
table StandardListByAccount entry 1

メディア アドレス プールの設定：例
ここでは、メディア アドレス プールの設定例を示します。次に、メディア プール アドレス用のスタ
ティック ルートを作成する例を示します。
ルート プロセッサ（RP）で次のコマンドを実行します。
Router(config)# ip route 87.87.29.8 255.255.255.248 87.87.29.100
!

次の例では、DBE でローカル メディア アドレスとして使用できる IPv4 メディア アドレスのプールを
作成します。
Router(config)# sbc test dbe
Router(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 87.87.29.8 87.87.29.15

次のスクリプトの例では、単一アドレス（10.10.10.1）と、2 つのアドレス範囲（10.10.11.1 ～
10.10.11.10 および 10.10.11.21 ～ 10.10.11.30）をメディア アドレス プールに追加します。
単一アドレスにポート範囲を 2 つ設定します。最初のポート範囲は音声トラフィック用で、ポート
16384 ～ 20000（両端の番号を含む）の範囲です。2 番めのポート範囲はビデオ トラフィック用で、
ポート 20001 ～ 65535（両端の番号を含む）の範囲です。
最初のアドレス範囲にも、その範囲内の 10 個すべてのアドレスに適用する同じような 2 つのポート範
囲を設定しています。2 番めのアドレス範囲には、ポート範囲を 1 つ定義し、サービス クラスは関連付
けしていません。
Router(config)# sbc test dbe
Router(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# port-range 16384 20000 voice
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# exit
Router(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 10.10.10.1
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# port-range 20001 65535 video
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# exit
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Router(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.11.1 10.10.11.10
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# port-range 16384 30000 voice
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# exit
Router(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.11.1 10.10.11.10
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# port-range 30001 40000 video
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# exit
Router(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4 10.10.11.21 10.10.11.30
Router(config-sbc-dbe-media-address pool)# port-range 20000 40000 any

次の例は、SBE がローカル メディア アドレスとして使用できるアドレス セットに IPv4 アドレスを追
加する方法と、ポート範囲のタグを設定する方法を示します。
sbc MySBC
media-address ipv4 10.33.33.1
port-range 2000 4000 voice tag GoldCustomerA
port-range 4001 6000 video tag HighBwCustomer
port-range 10000 12005 tag Adjacency_IMS_Core
no port-range 10000 12005 tag

次の例は、SBE がローカル メディア アドレスとして使用できる IPv6 メディア アドレスのプールを作
成する方法と、ポート範囲のタグを設定する方法を示します。
sbc MySBC
media-address pool ipv6 CAFE:1234:1234:1234::0001 CAFE:1234:1234:1234::0012
port-range 2000 4000 voice tag LowBW@CustomerA
port-range 4001 6000 signaling
port-range 10000 12005 fax tag FaxGWAdjacency23

CAC ポリシーのポート範囲タグの設定：例
ここでは、SBC の CAC ポリシー セットに適用するポート範囲タグの設定例を示します。
sbc MySBC
sbe
cac-policy-set 1
cac-table Table1
table-type policy-set instigate
.
.
.
entry 1
cac-scope global
caller port-range-tag adj-name
callee port-range-tag adj-name
action next-table Table2
.
.
.
cac-table Table2
table-type limit account
entry 1
match-value GoldAccount
caller port-range-tag string LargeBWPorts
callee port-range-tag none
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Cisco Unified Border Element（SP
Edition）でのマルチ VRF の実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、カスタマー エッジ（CE）デバイスの Multi-VPN
Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティング / 転送）をサポートします。この機能によって、プ
ロバイダー エッジ（PE）チェックを抑制して、PE がパケットを相互再配布するときのループを防止で
きます。

（注）

VRF は DBE メディア アドレスと SBE AAA/H248 制御アドレスだけでサポートされています。DBE
H248 制御アドレスは VRF をサポートしていません。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルと分散モデルの両方でサポートされています。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）でのマルチ VRF の実装機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4 この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入されました。
Cisco IOS XE Release
トンネル インターフェイス（GRE、IPSec、MPLS、TE トンネル、BBA）
3.2S
での SBC 音声トラフィックのサポートが Cisco ASR 1000 シリーズ ルー
タで導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「前提条件：multi-VRF の実装」（P.50）
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• 「マルチ VRF の実装の概要」（P.50）
• 「マルチ VRF の実装」（P.51）
• 「マルチ VRF 実装の設定例」（P.55）
• 「トンネル インターフェイスでの SBC 音声トラフィックのサポート」（P.61）

前提条件：multi-VRF の実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）でマルチ VRF を実装するには、次の前提条件を満たす必
要があります。

• マルチ VRF を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）をあらかじめ構成して
おく必要があります。

マルチ VRF の実装の概要
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、顧客施設内のルータなど、カスタマー エッジ（CE）
デバイスのマルチ VRF をサポートし、PE がパケットを相互再配布するときのループを防止するため
に必要な PE チェックを抑制する機能を提供します。マルチ VRF では、1 台だけのルータを使用して、
通常であれば複数のルータが実行するタスクを完了できます。MPLS および BGP の要件をインストー
ルせずに、ネットワーク上で稼動します。

VRF を PE 以外のルータで使用すると、チェックはオフになり、IP プレフィクスへの経路を使用して
VRF ルーティング テーブルを正しく入力できます。また、バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）機能は低エンド システムでは完全にサポートされていないため、マルチ VRF が重要になりま
す。マルチ VRF は、インプリケーション アドレス スペースによって、1 台のルータ内でルーティング
インスタンスを論理的に区切ります。
次に、マルチ VRF の機能の概要を説明します。

• 1 台の物理ルータを複数の仮想ルータに分割し、各ルータに独自のインターフェイスのセット、
ルーティング テーブル、およびルーティング テーブルを含めることができます。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、顧客ごとに複数（重複および独立）のルーティング テーブル（ア
ドレス指定）をサポートします。仮想ルーティング コンテキストを使用して、1 台のルータ内の
ルーティング ドメインを区切ります。

• 複数のルータが必要で、利用可能なルータが 1 台だけの場合に、マルチ VRF を使用できます。
• マルチ VRF を使用している場合は、Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）問い
合せは VRF ごとに行われます。
• 1 つの物理インターフェイスは、サブインターフェイス（フレーム リレー、ATM、VLAN）を使
用することで、複数の仮想ルータに属することができます。

• BGP と MPLS は使用されません。
• VRF 間の接続は提供されません（VRF 間での内部エクスポートおよびインポートの場合には、
BGP を使用する必要があります）。
• 同じ VPN サイトの 2 つのエンドポイント間で通話が発生する場合は、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）がエンドポイント間で直接メディアをルーティングして、ネットワーク利
用度を低減できます。

• 両方のエンドポイントが同じ VPN 上にある場合は、メディア バイパスをオンにすることで、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）のマルチ VRF は最適化を提供します。
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• アクティブな SBC によって使用される SBC インターフェイスから VRF が削除されても、IP アド
レスは、SBC によって自動的には削除されません。ユーザは、SBC が非アクティブ化されたとき
に IP アドレスを手動で削除する必要があります。

Cisco IOS XE Release 2.4 の場合、デフォルトでは同じ VPN 上のすべての隣接でメディア バイパスが
有効になっています。media-bypass-forbid コマンド（このコマンドは CAC ポリシー専用に実装され
ています）を使用すると、メディア バイパスをオフにできます。

（注）

隣接の下の vrf 名はコンテキスト名と一致していなければなりません。

マルチ VRF の実装
マルチ VRF の実装については、次の章で説明します。

• 「SIP 隣接と VRF との関連付け」（P.51）
• 「VRF による DBE の構成：分散モデル限定」（P.53）

SIP 隣接と VRF との関連付け
このタスクでは、SIP 隣接を VPN と関連付けます。

（注）

隣接が特定の VRF に割り当てられるときには、signalling-address や remote-address などの隣接に関
係するすべてのアドレスも VRF 内でルーティング可能でなければなりません。

手順の概要

1. adjacency sip adjacency-name
2. vrf vrf_name
3. signaling-address ipv4 local_signaling_IP_address
4. signaling-port port_num
5. remote-address ipv4 local_signaling_IP_address/prefix
6. local-id host name
7. signaling-peer peer_address
8. signaling-peer-port port_num
9. account account-name
10. media-bypass（任意）
11. media-bypass-forbid
12. attach
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定

例：

義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sip_vrf1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

ステップ 2

vrf vrf_name

SIP 隣接を特定の VPN に関連付けます。
（注）

例：

隣接の下の vrf 名はコンテキスト名と一致していな
ければなりません。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# vrf my_vrf1

ステップ 3

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 88.88.88.88

ステップ 4

signaling-port port_num

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060

ステップ 5

remote-address ipv4 remote_IP_address/prefix

例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
ipv4 10.10.101.4 255.255.255.255

ステップ 6

local-id host address

SIP 隣接のローカル識別名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# local-id host
88.88.101.11

ステップ 7

signaling-peer peer_address

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
10.10.101.4

ステップ 8

signaling-peer-port port_num

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピア ポートを
指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 5060

ステップ 9

account account_name

SIP 隣接を SBE のアカウントに所属しているものとして定
義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# account
sip-vrf1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 media-bypass

（任意）メディア トラフィックが DBE をバイパスできるよ
うに隣接を設定します。
このコマンドは任意であり、1 つの隣接だけで動作します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# media-bypass

ステップ 11 media-bypass-forbid

（任意）メディア トラフィックによる DBE バイパスを禁止
するように SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
media-bypass-forbid

ステップ 12 attach

設定されていない場合は、この隣接で開始および終了する
通話のメディア トラフィックはエンドポイント間を直接フ
ローし、両方の隣接が同じ VPN にある限りは DBE を経由
しません。
隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

VRF による DBE の構成：分散モデル限定
このタスクでは、分散モデルで VRF を使用して DBE を構成します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name dbe
3. vdbe global
4. unexpected-source-alerting
5. local-port abcd
6. control-address h248 ipv4 A.B.C.D
7. controller h248 controller-index
8. remote-address ipv4 remote-address
9. remote-port [port-num]
10. transport [udp | tcp]
11. attach-controllers
12. media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf vrfname
13. media-timeout timeout
14. overload-time-threshold time
15. deactivation-mode
16. activate
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

コンフィギュレーション モードにアクセスします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name dbe

SBC 上で DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

vdbe [global]

vDBE コンフィギュレーション サブモードを開始します。
（注）

例：
Router(config-sbc-dbe)# vdbe

ステップ 4

unexpected-source-alerting

予期しない送信元アドレスのアラーティングを設定しま
す。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、受信する予期しな
い送信元アドレスのアラーティングを削除します。

Router(config-sbc-dbe-vdbe-global)#
unexpected-source-alerting

ステップ 5

初期のリリースでは、vDBE（グローバル vDBE）
だけがサポートされています。vdbe 名は必要あり
ません。指定する場合は、グローバルでなければ
なりません。

local-port {abcd}

特定のローカル ポートを使用するように DBE を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-dbe)# local-port 5090

ステップ 6

control-address h248 ipv4 A.B.C.D

例：

特定の IPv4 H.248 制御アドレスを使用するように DBE を
設定します。
（注）

Router(config-sbc-dbe)# control-address h248
ipv4 10.0.0.1

ステップ 7

controller h248 controller-index

制御アドレスは VRF にあり、グローバル アドレス
テーブルでルーティング可能でなければなりませ
ん。

DBE の H.248 コントローラを指定し、コントローラ
H.248 コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# controller h248 1

ステップ 8

remote-address ipv4 remote-address

H.248 コントローラの IPv4 リモート アドレスを設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe-h248)#
remote-address ipv4 1.1.1.1

ステップ 9

remote-port [port-num]

H.248 コントローラの SBE 上に接続するポートを定義しま
す。

例：
Router(config-sbc-dbe-h248)# remote-port 2094
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 transport udp

H.248 コントロール シグナリングのユーザ データグラム
プロトコル（UDP）を使用する DBE を設定します。

例：
Router(config-sbc-dbe-h248)# transport udp

ステップ 11 attach-controllers

H.248 コントローラに接続する DBE を設定します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# attach-controllers

ステップ 12 media-address pool ipv4 A.B.C.D E.F.G.H vrf
vrfname

例：

特定の VRF インスタンスに関連付けられた IPv4 アドレス
のシーケンシャル IPv4 メディア アドレスのプールを作成
します。
（注）

Router(config-sbc-dbe)# media-address pool ipv4
10.10.10.1 10.10.10.20 vrf my_vrf1

ステップ 13 media-timeout timeout

隣接の下の vrf 名はコンテキスト名と一致していな
ければなりません。

通話で最後のメディア パケットを受信してから、通話リ
ソースをクリーンアップするまでの間の DBE の最大待機
時間を設定します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# media-timeout 10

ステップ 14 overload-time-threshold time

Media Gateway（MG; メディア ゲートウェイ）過負荷制
御検出のしきい値を設定します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# overload-time-threshold
400

ステップ 15 deactivation-mode normal
例：

SBC の DBE がサービス変更の信号を送り、DBE サービス
が無効になった時点で、すべての通話を終了するように指
定します。

Router(config-sbc-dbe)# deactivation-mode
normal

ステップ 16 activate

SBC サービスを開始します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# activate

マルチ VRF 実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「VRF による SBC 統合モデルの設定：例」（P.56）
• 「マルチ VRF の設定：例」（P.57）
• 「SIP 隣接と VRF との関連付け：例」（P.57）
• 「マルチ VRF を使用した DBE の設定（分散モデル限定）：例」（P.59）
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VRF による SBC 統合モデルの設定：例
SBC 隣接アドレスにトラフィックがルーティングされるように Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを設
定できます。これは、ルータ上に VRF インスタンスを作成することで実現できます。
次の例では、VLAN トランクを使用して、トラフィックを SBC に入れています。この例では、
100.0.0.0/24 ネットワークから 12.0.0.0/24 ネットワークにトラフィックをルーティングするように
VRF を作成しています。ここでは、SIP シグナリング アドレスとメディア アドレスは特定の SBC 接
続のために存在しています。

VRF の使用中は必ず interface sbc コマンドが必要です。メディア IP アドレスがシグナリング アドレ
スと異なる場合は、セカンダリ IP アドレスを定義する必要があります。ただし、この場合は、セカン
ダリ IP アドレスは、media-address ipv4 コマンドを使用したときに自動的に追加されます。手動で入
力してはなりません。
vrf definition cust100side// Create a VRF instance
!
address-family ipv4
exit-address-family
interface SBC100// Create an interface in the VRF space
vrf forwarding cust100side
ip address 12.0.0.30 255.255.255.0 secondary// This contains the IP address for the
// media, if different to the signaling
// address. The line is not entered, but
// appears automatically after the DBE
// configuration is entered (see
// ‘media-address’ CLI later.)
ip address 12.0.0.20 255.255.255.0
// This is the SIP adjacency address
interface GigabitEthernet0/1/0
no ip address
media-type sfp
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1/0.100
vrf forwarding cust100side
encapsulation dot1Q 100
ip address 100.0.0.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1/0.200
vrf forwarding cust200side
encapsulation dot1Q 200
ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
sbc ted
sbe
adjacency sip adj_cust100
vrf cust100side
...
signaling-address 12.0.0.20
remote-address ipv4 100.0.0.14

// VLAN identifier 100 defined here

// This IP is where the remote side or external
// router can send traffic to, in order to get
// to the internal 12.0.0.0/24 network
// Other VLANS that are being trunked.

// This is the local address where call traffic
// will get routed to/from
// This is an address for the remote side, where
// traffic will be routed

...
attach
...
media-address ipv4 12.0.0.30 vrf cust100side// The media address is also on the
// internal network. When the line
// is entered, the interface SBC
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// will show a secondary address
// containing this IP address.
activate

マルチ VRF の設定：例
この例では、Service Virtual Interface（SVI; サービス仮想インターフェイス）と隣接を追加して、
VPN を関連付ける方法について示します。

1. ルート プロセッサ（RP）上で vrf my_vrf1 に関連付けられたライン カード インターフェイスを設
定します。
vrf definition my_vrf1
rd 55:1111
!
address-family ipv4
exit-address-family
!

2. ルート プロセッサ上で vrf、my_vrf1 に関連付けられたライン カード インターフェイスを設定し
ます。
interface GigabitEthernet1/3
description ''Connected to CAT-3550-101 Fa 0/13 vlan919''
ip address 10.122.3.3 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/3.99
encapsulation dot1q 99
vrf forwarding my_vrf1
ip address 10.122.3.3 255.255.255.0
!

3. メディア アドレス プールを設定します。
media-address pool ipv4 88.88.101.12 88.88.101.15 vrf my_vrf1 activate

SIP 隣接と VRF との関連付け：例
この設定では、VPN に関連付けられた SIP 隣接を作成する例を示します。
ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 101.101.101.100 ip route 20.20.20.0 255.255.255.0
101.101.101.4
domain default-domain
sbc mysbc
sbe
adjacency sip 7200-1
vrf my_vrf1
inherit profile preset-core
preferred-transport udp
redirect-mode pass-through
authentication nonce timeout 300
signaling-address ipv4 101.101.101.3
signaling-port 5061
remote-address ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0
signaling-peer 101.101.101.5
signaling-peer-port 5060
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account sip-core
attach
adjacency sip 7200-2
vrf my_vrf1
inherit profile preset-access
preferred-transport udp
redirect-mode pass-through
authentication nonce timeout 300
signaling-address ipv4 101.101.101.3
signaling-port 5060
remote-address ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0
signaling-peer 101.101.101.4
signaling-peer-port 5060
account sip-core
attach
adjacency sip 7200-3
vrf my_vrf1
nat force-on
inherit profile preset-core
preferred-transport udp
redirect-mode pass-through
authentication nonce timeout 300
signaling-address ipv4 101.101.101.3
signaling-port 5063
remote-address ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0
signaling-peer 101.101.101.5
signaling-peer-port 5063
account sip-core
reg-min-expiry 3000
attach
sip inherit profile preset-standard-non-ims
retry-limit 3
call-policy-set 1
first-call-routing-table invite-table
first-reg-routing-table start-table
rtg-src-adjacency-table invite-table
entry 1
action complete
dst-adjacency 7200-2
match-adjacency 7200-3
entry 2
action complete
dst-adjacency 7200-3
match-adjacency 7200-2
rtg-src-adjacency-table start-table
entry 1
action complete
dst-adjacency 7200-1
match-adjacency 7200-2
entry 2
action complete
dst-adjacency 7200-2
match-adjacency 7200-1
complete
active-call-policy-set 1
network-id 2
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sip max-connections 2
sip timer
tcp-idle-timeout 120000
tls-idle-timeout 3600000
udp-response-linger-period 32000
udp-first-retransmit-interval 500
udp-max-retransmit-interval 4000
invite-timeout 180
blacklist
global
redirect-limit 2
deactivation-mode normal
activate
media-address ipv4 101.101.101.160 vrf my_vrf1 port-range 11000 20000 any
location-id 0
media-timeout 30
deactivation-mode normal
activate

マルチ VRF を使用した DBE の設定（分散モデル限定）
：例
分散モードで Cisco Unified Border Element（SP Edition）が稼動しているときにマルチ VRF を使用す
る場合は、設定と対応する H.248 メッセージの両方が VRF を認識させる必要があります。
次の構成例では、特定の VRF に関連付けられたメディア プールを作成します。このメディア プール
は、特定の VRF のメディア アドレスを割り当てるためにだけ使用できます。また、異なる VRF もし
くはグローバル アドレス スペースのアドレスと重複させることができます。
vrf definition moon
vpn id 22AA:33334411
!
interface SBC1
ip vrf forwarding moon
ip address 90.0.0.1 255.0.0.0
!
sbc global dbe
vdbe global
h248-version 3
h248-napt-package napt
local-port 2979
control-address h248 ipv4 200.50.1.9
controller h248 1
remote-address ipv4 200.50.1.254
remote-port 2979
attach-controllers
location-id 1
media-address ipv4 90.0.0.1 vrf moon
port-range 10000 20000 any
activate
!
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H.248 設定は、H.248 パッケージ /Extended VPN Discrimination/（EVPND）で指定されます。この
パッケージには、メディア アドレスが属する VRF を指定するための GVPNID と VRF_NAME という
2 つのメソッドがあります。これらのパラメータは相互に排他的ですが、各サイドで独立しています。
たとえば、サイド A は VRF_NAME メソッドを使用して VRF を指定し、サイド B は GVPNID メソッ
ドを使用できます。

VRF_NAME は引用された ASCII ストリングで、設定の VRF の名前に対応します。次の例では、名前
を「moon」とします。
M {
TS { SI = IV },
ST = 1 {
O { MO = IN,
EVPND/VRF_NAME = "moon"
},
R {
v=0
c=IN IP4 3.0.0.3
m=application 5000 udp 0
},
L {
v=0
c=IN IP4 $
m=application $ udp 0
}
}
}

GVPNID は RFC2685 形式の VRF の識別番号です。これは、次のように、設定で指定されます。
vrf definition moon
vpn id 22AA:33334411
!

H.248 形式は次のように指定されます。
M {
TS { SI = IV },
ST = 1 {
O { MO = IN,
EVPND/GVPNID = 22AA33334411
},
R {
v=0
c=IN IP4 3.0.0.3
m=application 5000 udp 0
},
L {
v=0
c=IN IP4 $
m=application $ udp 0
}
}
}
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トンネル インターフェイスでの SBC 音声トラフィックのサ
ポート
Cisco IOS XE Release 3.2S より前の Cisco IOS XE リリースでは、トンネル インターフェイス上の
SBC トラフィックはサポートされていませんでした。Cisco IOS XE Release 3.2S はトンネル インター
フェイス上の SBC トラフィックをサポートします（PPPoE、GRE、MPLS-TE、IPsec SVTI または
DVTI、DMVPN）。次のトポロジ図（図 1 と図 2）では、トンネル インターフェイスで SBC 音声トラ
フィックがサポートされるブロードバンド環境への展開シナリオとトンネリング インターフェイス シ
ナリオを示します。
図 1

SBC トラフィックをサポートするブロードバンド環境トポロジ
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Edition）での隣接の実装
アカウントと隣接は、シグナリングの制御に使用される主要オブジェクトです。アカウントは、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）が相互動作する Signaling Border Element（SBE）上のリモート
構成とのサービス関係を表します。ユーザは各アカウント内に 1 つ以上のシグナリング隣接を定義し、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）とその構成内にあるデバイスを接続します。アカウントは
次の用途に使用されます。

• お客様別のアドミッション コントロールの定義
• ルーティング ポリシーの設定
• 課金レコードの構成
隣接は、リモート コール エージェントとのシグナリング関係を表します。各外部コール エージェント
に隣接が 1 つ定義されます。隣接は、アドミッション コントロールやルーティング ポリシーに加え、
プロトコル固有のパラメータの定義にも使用されます。各隣接は 1 つのアカウントに属しています。
各着信コールは 1 つの隣接と組み合わせられ、各発信コールは 2 つ目の隣接を通じてルーティングされ
ます。隣接は、メディア ゲートウェイ ロケーションと関連付けることもできるため、特定のコール
レッグに最適な virtual Data Border Element（vDBE）を選択できます。通常、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）には内部ネットワークを表すアカウントが少なくとも 1 つあります。
各隣接を隣接グループに割り当てて、インターフェイス単位で機能をイネーブルにしたりディセーブル
にしたりすることができます。たとえば、リンクが狭帯域であることがわかっているお客様に対して
は、すべての隣接で、広帯域幅の機能をオフにできます。
ここでは、SIP Over Transport Layer Security（TLS）機能についても説明します。これは、発信側か
ら着信側のドメインへのすべての SIP メッセージを伝送するための、セキュアで暗号化されたトランス
ポートを提供する暗号化機能です。

（注）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
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内容

本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

隣接および SIP Over TLS の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4

この機能と SIP over TLS が、統合モデルのサポートとともに
Cisco IOS XR に追加されました。

Cisco IOS XE Release 2.6

次の機能が追加されました。

• インターフェイス単位で設定可能な双方向 TLS 認証。
• Record-Route ヘッダーの TLS トランスポート パラメータ。
Cisco IOS XE Release 3.1S 冗長ピア アドレス機能が追加されました。
Cisco IOS XE Release 3.2S SIP ピアのアベイラビリティ検出機能が追加されました。
公開キー インフラストラクチャ（PKI）ハイ アベイラビリティ（HA）
のサポートが追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「隣接を実装するための前提条件」（P.64）
• 「隣接の実装について」（P.65）
• 「隣接の実装方法」（P.69）
• 「隣接実装の設定例」（P.76）
• 「SIP UAS 障害検出」（P.77）
• 「SIP アウトバウンド フラッド保護」（P.80）
• 「SIP Over TLS」（P.82）
• 「SIP ピアのアベイラビリティの検出」（P.94）
• 「冗長ピア アドレス」（P.96）

隣接を実装するための前提条件
隣接の実装に必要な前提条件は次のとおりです。

• 隣接を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定しておく必要がありま
す。

制約事項
H.323 隣接は、Cisco IOS XE Release 2.4 以前ではサポートされません。
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隣接の実装について
隣接を使用することによって、SBE とその他の Voice over IP（VoIP）デバイスの間のコール シグナリ
ングが可能となります。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Session Initiation Protocol
（SIP; セッション開始プロトコル）のネットワーク導入で隣接をサポートしています。

SIP ネットワークでは、デバイスはユーザ エージェント、プロキシ、ソフトスイッチ、Back-to-Back
User Agent（B2BUA）のいずれかです。SIP 隣接を設定した場合、SBE はその SIP ネットワーク内の
B2BUA として機能します。
隣接は、トランキングと加入者シグナリングの両方の関係を表すことができます。隣接の役割は、ネッ
トワーク トポロジと設定によって決まります。
隣接は、シグナリング ポート設定行で指定された UDP ソケットまたは TCP ソケットからパケットを
受け取ります。SIP のデフォルトはポート 5060 です。隣接からパケットを送出する場合、使用するト
ランスポートは preferred-transport [tcp | udp] コマンドを使用して指定します。デフォルトでは
UDP が使用されます。入力隣接と出力隣接の間には依存関係がないことに注意してください。ある隣
接でシグナリングに TCP を使用し、別の隣接で UDP を使用することができます。
隣接の実装に関する詳細は、次の各項を参照してください。

• SIP 隣接の共通特性
• 導入時の SIP 隣接について
• メディア ルーティングへの隣接の影響

SIP 隣接の共通特性
SIP の隣接には、次のような共通の特性があります。
• 隣接は名前で区別されます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーは、名前によっ
て隣接を簡単に参照できます。

• 各隣接には、着信コールの確立用のローカル アドレスとポートがあります。
• 隣接には、ピア アドレスとポートがあります。これは、発信コールの窓口です。SIP の場合、これ
が当てはまるのは、その隣接に「force-signaling-peer」オプションが設定されている場合だけで
す。

• 隣接は、ルーティング ポリシーによる決定の結果として出力されます。つまり、コールのルー
ティング フェーズの結果、そのコールの発信隣接が選択されます。通常、隣接の選択は、宛先電
話番号のプレフィクスに基づいて実行されます。ただし、送信元の隣接をルーティングの入力とし
て使用する方法でも 2 つの隣接をつなぐことができます。

導入時の SIP 隣接について
図 1 に、次のような簡単な SIP ネットワークを示します。

• SIP 加入者は SIP プロキシに登録します。SIP プロキシはすべての加入者の Single Point Of
Contact（SPOC; 単一窓口）として機能します。
• ソフトスイッチは、SIP ネットワークと Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話回
線網）の間のゲートウェイです。
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• ソフトスイッチのルーティング ポリシーによって、各 SIP プロキシに特定の電話番号プレフィク
スが割り当てられます。これにより、PSTN ネットワークからのコールはプロキシを通じて特定の
加入者にルーティングされます （他の導入モデルでは、プロキシを介さずに加入者が直接ソフト
スイッチに登録する場合もあります）。
図 1

SIP ネットワーク
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図 2 は、SIP ネットワーク内の 2 箇所に Cisco Unified Border Element（SP Edition）が導入されてい
る例です。それぞれに隣接が指定されています。各隣接によって、次のように 1 つ以上の隣接デバイス
へのコールが確立されます。

• ADJ_SIP1A によって、SBC1 とソフトスイッチの間のコールが確立されます。
• ADJ_SIP1B によって、SBC1 とプロキシの間のコールが確立されます。
• ADJ_SIP2A によって、SBC2 とプロキシの間のコールが確立されます。
• ADJ_SIP_SUBSCRIBERS によって、SBC2 と加入者の間のコールが確立されます。

SBC2 の場合、SIP 登録は SBC を通じてルーティングされます。ADJ_SIP_SUBSCRIBERS で受信さ
れた登録は、ADJ_SIP2A を通じてプロキシにルーティングされます。
加入者と非加入者の隣接の主な相違点は、次のとおりです。

• 非加入者の隣接には、設定済みの単一窓口、つまりその隣接のピア アドレスがあります。
• 加入者の隣接には、単一窓口はなく、代わりに登録を受け入れるように設定されます。

SIP 登録には、各登録に対する適切な発信隣接を決めるルーティング ポリシーが必要です。このポリ
シーは、コール ルーティング ポリシーと同様に機能します。手順については、「Cisco Unified Border
Element（SP Edition）ポリシーの実装」モジュールを参照してください。
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図 2

SIP ネットワーク導入時の隣接
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メディア ルーティングへの隣接の影響
分散 Cisco Unified Border Element （SP Edition）導入の場合、各隣接にはメディア ロケーションが設
定されます。メディア ロケーションは、隣接を通じて確立されたコールのメディア トラフィック リ
レーに適した Data Border Element（DBE）を選択するために使用される ID です。
同一の隣接または異なる隣接を通じてコールがルーティングされる場合、メディアが DBE を迂回する
こともあります。このメディア バイパス機能を使用すると、メディア パケットは Cisco Unified
Border Element（SP Edition）を迂回できるようになり、エンドポイント間での直接通信が可能となり
ます。その場合、コール シグナリングの実行後、メディア パケットは、SBC の DBE コンポーネント
を通過せず、直接やり取りされます。シグナリング パケットは、通常どおり SBC を通過します。
この設定は隣接単位で行われ、異なる隣接間のメディア バイパスの設定が可能です。メディア バイパ
スの設定は、隣接の設定でイネーブルにします。メディア バイパスは、2 つのエンドポイントが同じサ
ブネット上にあり、DBE がネットワーク上の他の場所にあるような場合に便利な機能です。
図 3 と図 4 は隣接の設定によるメディア ルーティングの制御方法を示しています。この例では、次の
ようになります。

• 隣接 A はピア 1 に接続します。
• 隣接 B はピア 2a と 2b に接続します。
• 隣接 C はピア 3 に接続します。
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隣接 A と B にはメディア ロケーション 1 が設定されています。つまり、これらの隣接を通じてルー
ティングされるコールには、メディア用の同じ DBE（または DBE セット）が使用されます。隣接 C
にはメディア ロケーション 2 が設定されています。
図 3

隣接の設定によるメディア ルーティングの制御
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ピア 1 – ピア 3、ピア 1 – ピア 2a、ピア 2a – ピア 2b という 3 つのコールについて考えてみます。これ
らのコールのメディアは、図 4 に示すようにルーティングされます。

• 最初のコールは、メディア ロケーションの異なる 2 つの隣接を通ります。メディアは 2 つの DBE
を通じてリレーされます。

• 第 2 のコールは、同じメディア ロケーションの 2 つの隣接を通ります。メディアは単一の DBE を
通じてリレーされます。

• 第 3 のコールは、メディア バイパスがイネーブルに設定されている単一の隣接を通ります。メ
ディアは DBE を介さずに、2 つのピア間で直接送信されます。
図 4

3 つのコールのメディア ルーティング：ピア 1 – ピア 3、ピア 1 – ピア 2a、ピア 2a – ピア 2b
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隣接の実装方法
隣接は、シグナリングの制御に使用される主要オブジェクトです。ユーザは 1 つ以上のシグナリング隣
接を定義し、Cisco Unified Border Element（SP Edition）とその構成内のデバイスを接続します。各着
信コールは隣接と組み合わされ、各発信コールは隣接を通じてルーティングされます。隣接は、適切な
アカウントにアタッチされます。隣接をメディア ゲートウェイ DBE ロケーションと関連付けることに
よって、各コール レッグのメディア ルーティングに最適な DBE を選択するように設定できます。

（注）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）のデフォルトの動作では、INVITE 要求は、Request URI
で指定されたデバイスにルーティングされます。要求をシグナリング ピアにルーティングする必要が
「force-next-hop」動
ある場合は、発信隣接に対して force-signaling-peer コマンドを設定することで、
作をイネーブルにする必要があります。
次の項では、実装要件に応じて SIP 隣接を実装する方法について説明します。

• 「force-signaling-peer 隣接の設定」（P.69）
• 「SIP 隣接の設定」（P.70）
• 「隣接グループへの SIP 隣接の割り当て」（P.75）

force-signaling-peer 隣接の設定
この作業では、force-signaling-peer 隣接を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. force-signaling-peer
6. attach
7. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc umsbc-node10

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、SIP 隣接名を定義しま

例：

す。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip 2651XM-5

ステップ 5

force-signaling-peer

SIP メッセージが設定したシグナリング ピアに送信される
ようにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
force-signaling-peer

ステップ 6

attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 7

sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

SIP 隣接の設定
隣接の変更は、隣接がアタッチ解除されている場合にだけ実行できます。隣接を変更する前に、no
attach コマンドで隣接をアタッチ解除する必要があります。コールがアクティブな場合や、ping イ
ネーブル機能が動作している場合、隣接はダウン ステートのままになります。このステートの間、既
存のコールは解放されず、新しいコールは受け付けられません。すべてのコールが終了するまで隣接は
アタッチ解除ステートになりません。隣接がアタッチ解除ステートになるまで、隣接をアタッチできま
せん。
隣接上のアクティブなコールが終了するまで待つためのオプションを上書きする場合は、次のコマンド
を使用してすぐに隣接をアタッチ解除できます。

• no attach force abort：強制的なアタッチ解除を実行し、終了をシグナリングせずにコールを解放
します。
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• no attach force normal：強制的なアタッチ解除を実行し、コールを適切に解放します。
隣接のステートを確認するには、show sbc sbe adjacencies コマンドを使用します。

注意

（注）

隣接は、ステータスがアタッチ解除の場合にだけ変更できます。隣接を変更する前に、まず no
attach コマンドを使用します。

SIP 継承プロファイルの User-Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）登録
サポートでは、デフォルト値、preset-access 値、preset-core 値のいずれかを使用できます。特定のピ
ア隣接設定なしに、これらの隣接に対してデフォルト値を使用する場合、SBE コンフィギュレーショ
ン モード（config-sbc-sbe）の sip inherit profile preset-standard-non-ims コマンドはデフォルトで
隣接に適用され、UNI 登録サポートがこのデフォルト設定に対してイネーブルになります。
preset-access 値または preset-core 値を設定する場合、加入者に面する隣接に対して inherit profile
preset-p-cscf-access コマンドを使用し、SIP プロキシに面する隣接に対して inherit profile
preset-p-cscf-core コマンドを使用します。他の組み合わせを使用する場合（たとえば、着信隣接と発
信隣接の両方が preset-core として設定されている場合、将来のメッセージのシグナリング パス上にあ
るようにするため、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は登録情報を格納せず、Contact: ヘッ
ダーを書き換えません）。
この作業では、2 つのセッション開始プロトコル（SIP）隣接を設定します。最初の隣接は、ゲート
ウェイまたはエンドポイントに設定されます。2 番めの隣接はプロキシまたはソフトスイッチに設定さ
れます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip inherit profile {preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-standard-non-ims}
5. adjacency sip adjacency-name
6. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
7. signaling-port port_num
8. remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix
9. signaling-peer peer_address
10. signaling-peer-port port_num
11. account account-name
12. registration rewrite-register
13. attach
14. exit
15. adjacency sip adjacency-name
16. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
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17. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
18. signaling-port port_num
19. remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix
20. fast-register disable
21. signaling-peer peer_name
22. signaling-peer-port port_num
23. account account-name
24. registration target address host_address
25. registration target port port_num
26. attach
27. exit
28. end
29. show
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：Router

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip inherit profile {preset-ibcf-ext-untrusted
| preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-standard-non-ims}

すべての隣接に対してグローバル デフォルト継承プロファ
イルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip inherit profile
preset-standard-non-ims

ステップ 5

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 88.88.141.3

ステップ 7

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

signaling-port port_num

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060

ステップ 8

remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix

例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
ipv4 10.10.121.0/24

ステップ 9

signaling-peer peer_address

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
10.10.121.10

ステップ 10 signaling-peer-port port_num

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピア ポートを
指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 5060

ステップ 11 account account_name

SIP 隣接を SBE のアカウントに所属しているものとして定
義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# account iosgw

ステップ 12 registration rewrite-register

SIP REGISTER 要求の書き換えを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
rewrite-register

ステップ 13 attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 14 exit

adj-sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 15 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

例：

します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipPROXY
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コマンドまたはアクション
ステップ 16 inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

目的

SIP 隣接の継承プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-standard-non-ims

ステップ 17 signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 88.88.141.11

ステップ 18 signaling-port port_num

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060

ステップ 19 remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix
例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
ipv4 200.200.200.0/24

ステップ 20 fast-register disable

SIP 隣接に対する高速レジスタ サポートをディセーブルに
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# fast-register
disable

ステップ 21 signaling-peer peer_address

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
200.200.200.98

ステップ 22 signaling-peer-port port_num

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピア ポートを
指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 5060

ステップ 23 account account_name

SIP 隣接を SBE のアカウントに所属しているものとして定
義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# account
COREvlan
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 24 registration target address host_address

アウトバウンド SIP REGISTER 要求の書き換え時に使用
するアドレスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
target address 200.200.200.98

ステップ 25 registration target port port_num

アウトバウンド SIP REGISTER 要求の書き換え時に使用
するポートを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
target port 5060

ステップ 26 attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 27 exit

adj-sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 28 end

sbe モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 29 show

設定内容を表示します。

例：
Router# show

隣接グループへの SIP 隣接の割り当て
SIP 隣接を隣接グループに割り当てる手順は、次のとおりです。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. group adjacency-group-name
6. end
7. show
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

group adjacency-group-name

SIP 隣接を隣接グループに割り当てます。

例：

グループ名を定義するには、adjacency-group-name 引数
を使用します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# group
InternetEth0

ステップ 6

adj-sip モードを終了して sbe モードに戻り、特権 EXEC

end

モードに戻ります。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show

設定内容を表示します。

例：
Router# show

隣接実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「SIP 隣接の設定：例」（P.76）

SIP 隣接の設定：例
次に、2 つの SIP 隣接の設定例を示します。最初の隣接は、ゲートウェイまたはエンドポイントに設定
されます。2 番めの隣接はプロキシまたはソフトスイッチに設定されます。

1. SBE をアクティブにします。
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sbc sip-signal
sbe
activate
exit

2. DBE をアクティブにします。
sbc mySbc dbe
media-address ipv4 88.88.141.2
activate
exit

3. SIP 隣接を作成します。
sbc sip-signal
sbe

4. ゲートウェイまたはエンドポイントの SIP 隣接を作成します。
adjacency sip sipGW
signaling-address ipv4 88.88.141.3
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.10.121.0/24
signaling-peer 10.10.121.10
signaling-peer-port 5060
account iosgw
registration rewrite-register
attach
exit
!
!

5. プロキシまたはソフトスイッチの SIP 隣接を作成します。
adjacency sip sipPROXY
signaling-address ipv4 88.88.141.11
signaling-port 5060
remote-address ipv4 200.200.200.0/24
fast-register disable
signaling-peer 200.200.200.98
signaling-peer-port 5060
account COREvlan
registration target address 200.200.200.98
registration target port 5060
attach

SIP UAS 障害検出
User Agent Server（UAS; ユーザ エージェント サーバ）は、SIP 要求に対する応答を生成する論理的
なエンティティです。UAS 障害検出は、SIP 隣接上のシグナリング ピアとして指定された SIP ネット
ワーク エンティティのステートを定期的に監視するために使用します。SIP OPTIONS メッセージは、
これらのネットワーク エンティティに ping メカニズムとして送信され、デバイスからの応答が期待さ
れます。デバイスから応答を受信しない場合、到達不能と見なされ、ルーティング計算から除外されま
す。代替デバイスを通じてルーティングできないコールには、すぐに 604 Does Not Exist Anywhere
メッセージが応答されます。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、デフォルトでは、受信された OPTION ping に応答す
る UAS として動作します。SIP UAS 障害検出を使用すると、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、SIP OPTIONS メッセージを、SIP 隣接宛先アドレスで指定されたデバイスに送信できま
す。受け入れ可能な応答を SIP トランザクション タイムアウト期間内に受信した場合、ルーティング
テーブルが更新され、デバイスはルーティング可能と見なされます。
受け入れ可能な応答を SIP トランザクション タイムアウト期間内に受信しなかった場合、ping 失敗と
なります。ping-fail-count 障害が発生した場合、デバイスは到達不能と見なされます。シグナリング
ピアは、ルーティングに関してはオフラインと見なされます。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、指定された頻度で ping を送信します。

（注）

SBC に、OPTION ping がイネーブルになっている TCP ベースの隣接があり、TCP 接続を確立できる
有効なピアがその隣接にない場合、その隣接は「no attach」ステートになっている必要があります。こ
れにより、OPTIONS ping メッセージを送信するために存在しないピアへの TCP 接続の設定を SBC が
試行しなくなります。

SIP UAS 障害検出を設定するには、次の手順を使用します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. ping-enable
6. ping-interval interval
7. ping-lifetime duration
8. ping-fail-count fail-count
9. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

SIP OPTIONS ping を隣接に送信することにより、そのリ
モート ピアをポーリングするよう隣接を設定し、ping オプ

ping-enable

ション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable

ステップ 6

リモート ピアに送信される SIP OPTIONS ping の間隔を設
定します。

ping-interval interval

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#
ping-interval 100

ステップ 7

隣接に対するオプション ping の応答を SBC が待つ期間を
設定します。

ping-lifetime duration

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#
ping-lifetime 100

ステップ 8

ping-fail-count fail-count

ping が連続して何回失敗したら隣接ピアを使用不能と見な
すかを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#
ping-fail-count 10

ステップ 9

adj-sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

SIP UAS 障害検出：例
次の設定例で、ping は 3 つの隣接それぞれでイネーブルになっています。コールが重み付きでランダ
ムに 3 つの隣接に分散されるように、ラウンド ロビン コール ポリシーが設定されています。1 つの
UAS が到達不能な場合、コールは残り 2 つの隣接の間で分散されます。
sbc mySBC
sbe
adjacency sip CallMgrA
signaling-address ipv4 88.103.29.100
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.118
ping-enable
ping-interval 5
ping-fail-count 3
ping-lifetime 32
attach
adjacency sip CallMgrB
signaling-address ipv4 88.103.29.100
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.200.117
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ping-enable
ping-interval 5
ping-fail-count 3
ping-lifetime 32
attach
adjacency sip CallMgrC
signaling-address ipv4 88.103.29.100
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.200.115
ping-enable
ping-interval 5
ping-fail-count 3
ping-lifetime 32
attach
call-policy-set 1
first-call-routing-table DestAddr
rtg-dst-address-table DestAddr
entry 1
action next-table RoundRobin
match-address 12
prefix
rtg-round-robin-table RoundRobin
entry 1
action complete
dst-adjacency CallMgrB
entry 2
action complete
dst-adjacency CallMgrC
entry 3
action complete
dst-adjacency CallMgrA
complete
active-call-policy-set 1

SIP アウトバウンド フラッド保護
SIP アウトバウンド フラッド保護は、他のネットワーク エレメントを、異常な状況での過剰な有効ト
ラフィックから保護します。たとえば、隣接するネットワーク エレメントが障害になった場合に生成
される BYE メッセージのフラッドから保護します。
SIP アウトバウンド フラッド保護は、送信される要求メッセージの最大速度を設定し、送信される要求
メッセージがこの最大速度を超えないようにします。制限に達すると、要求の送信は失敗するか廃棄さ
れます。

SIP アウトバウンド フラッド保護は、通常の CAC ポリシー メカニズムに対する追加機能であり、
CAC ポリシーを置き換えるものではありません。CAC ポリシーを使用すると、たとえば、設定可能な
範囲での INVITE 要求のレート制限など、コールを詳細に制御できます。SIP アウトバウンド フラッ
ド保護は、要求の送信に対する単純な全体のレート制限機能を提供することを目的としており、現在
CAC ポリシーに関係しない要求（BYE 要求など）で特に便利です。
フラッド保護は、次の状況で必要になることがあります。

• 隣接ネットワーク エレメントの終了：隣接ネットワーク エレメントが終了する場合（正常終了ま
たはエラーによる終了）、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はこのエレメントを使用し
ていたコールが使用不能であることをほぼ同時に検出し、コールの解放を試みます。アクティブな
コールが多数あると、BYE 要求が大量に生成されます（通常はコールあたり 2 つの BYE）。
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これらの BYE メッセージによって他のネットワーク シグナリング エレメントが一時的に過負荷に
ならないように、一部の BYE 要求を Cisco Unified Border Element（SP Edition）で廃棄または失
敗させるのが望ましい場合があります。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）での設定のローカルな削除：SIP 隣接が通常の非アク
ティブ化モードを使用して設定解除される場合、その隣接を使用しているすべてのアクティブな
コールに対し、コールが破棄される前に BYE 要求が送信されます。
この場合も、他のネットワーク エレメントが過負荷にならないように、送信要求の速度を制限す
るのが望ましい場合があります。

SIP アウトバウンド フラッド保護を設定する手順は次のとおりです。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. outbound-flood-rate rate
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

outbound-flood-rate rate

この隣接上でのアウトバウンド要求信号の最大速度を設定
します（ACK/PRACK 要求を除きます）。単位は信号 / 秒
です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
outbound-flood-rate 1000

ステップ 6

adj-sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

SIP アウトバウンド フラッド保護：例
次の設定例は、アウトバウンド フラッド速度を 100 要求信号 / 秒に設定します。
sbc mySBC
sbe
adjacency sip CallMgrA
signaling-address ipv4 88.103.29.100
remote-address ipv4 200.200.200.0 255.255.255.0
signaling-peer 200.200.200.118
outbound-flood rate 100
attach

SIP Over TLS
ここでは、SIP over Transport Layer Security（TLS）の概念について説明します。ここでは、次の項目
について説明します。

• 「隣接でのセキュリティ設定」（P.82）
• 「SIP Over TLS の概要」（P.83）
• 「ユーザ エージェント サーバ側の処理」（P.85）
• 「ルーティング処理」（P.86）
• 「ユーザ エージェント クライアント側の処理」（P.86）
• 「インターフェイス単位で設定可能な双方向 TLS 認証」（P.86）
• 「Record-Route ヘッダーの TLS トランスポート パラメータ」（P.88）
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）での SIP Over TLS の設定」（P.88）
• 「SIP Over TLS の設定例」（P.91）
• 「SIP Over TLS の確認」（P.92）
• 「信頼できる暗号化されていない隣接での SIPS URI から SIP URI への変換のイネーブル化」
（P.92）

隣接でのセキュリティ設定
次のオプションを使用して、SIP 隣接にクライアントおよびサーバのセキュリティ サポートを個別に設
定できます。
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• untrusted：この隣接はいかなる手段によってもセキュリティ保護されていません。この隣接から
はセキュアでないコール（SIPS URI 宛てではないコール）だけが発信できます。
• untrusted-encrypted：隣接が信頼できず SSL/TLS 暗号化が使用されることを示します。
• trusted-encrypted：この隣接では、セキュリティを保証するために暗号化されたシグナリングが使
用されます。暗号化には、ルータのデフォルトの証明書とキーが使用されます。この隣接からはセ
キュアなコール（SIPS URI へのコール）だけが発信できます。

• trusted-unencrypted：この隣接でのすべてのメッセージにセキュアなシグナリングを保証するため
に、暗号化以外のメカニズムが使用されます。たとえば、1 つの信頼できる物理リンクというメカ
ニズムが使用される場合があります。この隣接からは、セキュアなコールもセキュアでないコール
も発信されます。この設定により、暗号化をサポートしていないエンドポイントがセキュアな SIP
コールに参加できます。

SIP Over TLS の概要
SIP Over Transport Layer Security（TLS）暗号化は、すべての SIP メッセージを発信側から着信側の
ドメインに伝送するセキュアな暗号化転送を提供します。これにより、要求は着信側に安全に送信され
ます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP Over TLS に対して次のサポートを提供します。
• セキュリティ保護された SIP コールは Cisco Unified Border Element（SP Edition）を通過できま
す。

• SIP 隣接は、暗号化または別のメカニズム（たとえば、1 つの信頼される物理層リンクまたは信頼
できるネットワークとのインターフェイス）によりセキュリティ保護できます。

• 暗号化がサポートされていないときにリモート ピアが暗号化を使用しようとすると、インバウン
ド接続およびアウトバウンド接続はすぐに閉じられます。

• 暗号化が必要なときにリモート ピアが暗号化を使用しない場合、インバウンド接続およびアウト
バウンド接続はすぐに閉じられます。

• 特定の SIP 隣接に設定されたセキュリティ サポートのレベルを表示するには、show sbc sbc-name
sbe adjacencies adj name detail コマンドを使用します。
• 信頼できない隣接で受信したコールは、安全に暗号化された発信隣接でルーティングされません。
• 暗号化によってセキュリティ保護された隣接は、デフォルトでは、ポート 5061 で受信します。こ
のポートは、異なる値に設定される場合があります。

• リモート ピアにより提供される証明書内の Fully-Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメ
イン名）は、要求を送信したドメインと照らし合わせてチェックされます。この 2 つが一致しない
場合、信号は廃棄されます。

• Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）128 ビット Secure Hash Algorithm
（SHA）がサポートされています。
• PKI HA は認証とトラストポイントの設定変更でスタンバイ ルータを更新します。
コールをルーティングまたは拒否する場合の主要なセキュリティ上のポイントは、次のとおりです。

• SIPS URI へのコールはセキュアである必要があります。SIP URI へのコールは、セキュアである
必要はありません。

• 信頼できる隣接で受信された信号は、セキュアであると見なされます。信頼できない隣接で受信さ
れた信号は、セキュアでないと見なされます。
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信頼できない暗号化された隣接には、次のセキュリティ上のポイントが適用されます。

• セキュアなコールは、どのタイプの信頼できない隣接でも受信できません。
– Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、セキュアでないコールを、信頼できない暗
号化された隣接経由で受信できます。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、信頼できない暗号化された隣接経由で受信し
たセキュアなコールを拒否します。

• セキュアなコールは、信頼できない隣接にルーティングできません。
– Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、セキュアでないコールを、信頼できない暗号
化された隣接経由でルーティングできます。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、セキュアなコールを信頼できない暗号化され
た隣接経由でルーティングしません。
表 1 と表 2 に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が、コール タイプ、信頼関係、暗号化に
基づいてインバウンド コールとアウトバウンド コールを処理する方法の要約を示します。

表 1

インバウンド コール ポリシー

信頼できる隣接

信頼できない隣接

SIP コール タイプ 暗号化

非暗号化

暗号化

非暗号化

セキュアな SIP

許可

許可

拒否

拒否

セキュアでない

許可

許可

許可

許可

SIP

表 2

アウトバウンド コール ポリシー

信頼できる隣接

信頼できない隣接

SIP コール タイプ 暗号化

非暗号化

暗号化

非暗号化

セキュアな SIP

許可

許可

拒否

拒否

セキュアでない

許可

許可

許可

許可

SIP
表 3 と表 4 に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が、登録タイプ、信頼関係、暗号化に基
づいてインバウンド コールとアウトバウンド登録を処理する方法の要約を示します。

表 3

インバウンド登録ポリシー

信頼できる隣接

信頼できない隣接

SIP 登録タイプ

暗号化

非暗号化

暗号化

非暗号化

セキュアな SIP

許可

許可

拒否

拒否

セキュアでない

許可

許可

許可

許可

SIP
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表 4

アウトバウンド登録ポリシー

信頼できる隣接

SIP 登録タイプ

暗号化

セキュアな SIP

許可

セキュアでない

許可

信頼できない隣接
非暗号化
許可または拒否
（設定による）
許可

暗号化

非暗号化

拒否

拒否

許可

許可

SIP
SBC が、信頼できる暗号化されていない隣接にセキュア SIP（SIPS）の登録を転送できるためには、
次のすべての条件を満たす必要があります。

• 送信元隣接は登録状態のトラッキングを指定する非 IP Multimedia Subsystem（non-IMS）または
non-IMS アクセス隣接プロファイルが必要です。
• 宛先隣接に non-IMS 隣接プロファイルが必要です。
• 宛先隣接は、SIP URI の登録を受け入れるように設定する必要があります。この手順の説明は「信
頼できる暗号化されていない隣接での SIPS URI から SIP URI への変換のイネーブル化」（P.92）
にあります。

SBC が次の条件を満たす信頼できる暗号化されない隣接にセキュアな登録を転送するときに、アウト
バウンド登録は次のように変更されます。
• To および From ヘッダーのフィールドの Address of Record（AoR）は、SIPS URI から SIP URI
に変換されます。

• Request URI は、SIPS URI から SIP URI に変換されます。Request URI が AoR と同じではない
場合があることに注意してください。

• Contact ヘッダーの URI は、SIPS から SIP に変換されます。
• Record Route ヘッダーの URI は変更せずにパススルーされます。RFC 3261 によれば、Record
Route ヘッダーが REGISTER メッセージ中に存在する場合、受信で無視する必要があります。
• 他の SIP ヘッダーの URI は変更せずにパススルーされます。

（注）

SBC は AoR と連絡先の中に SIP URI と SIPS URI が混在する登録を拒否します。REGISTER 応答を
受信すると、SBC は変更を逆に処理し、エンド ポイントに転送される応答中で SIPS URI を渡します。
次に、この機能の制約事項を示します。

• SBC による SUBSCRIBE、NOTIFY、PUBLISH などの非 INVITE メッセージの処理に変更はあ
りません。これらのメッセージの場合、SBC は SIPS URI と SIP URI に変換しません。
• SBC は、着信隣接または発信隣接のいずれかが IMS プロファイルを持っているシナリオで、信頼
される暗号化されない隣接への登録をサポートしません。

ユーザ エージェント サーバ側の処理
インバウンド要求は、2 つの点に基づいてマーキングされます。発信側が信頼できるかどうか、および
コールのターゲットがセキュアかどうかです。
発信側の信頼性は、次のように決定されます。

• 信頼できる隣接から着信した SIP 要求は、信頼できる要求としてマーキングされます。
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• 信頼できない隣接から着信した SIP 要求は、信頼できない要求としてマーキングされます。
望ましいターゲットのセキュリティは、次のように決定されます。

• SIPS URI への要求は、アウトバウンド セキュリティを必要とする要求としてマーキングされま
す。

• SIP URI への要求は、アウトバウンド セキュリティを必要としない要求としてマーキングされま
す。
発信側が信頼できず、ターゲットがセキュリティを必要とする場合、インバウンド要求は拒否されま
す。その他の組み合わせは、いずれもルーティング処理に転送されます。

ルーティング処理
Routing Policy System（RPS; ルーティング ポリシー システム）ポリシーは、次のデフォルトの動作に
より、要求の次のルーティング先を決定します。

• コールがアウトバウンド セキュリティを必要とする場合、RPS は信頼できる（trusted）発信隣接
だけを考慮します。

• コールがアウトバウンド セキュリティを必要としない場合、RPS は信頼できない（untrusted）発
信隣接、または信頼できる暗号化されていない（trusted-unencrypted）発信隣接だけを考慮しま
す。

RPS がコールに適切な発信隣接を見つけることができない場合、コールは拒否されます。

ユーザ エージェント クライアント側の処理
発信隣接では、当初の要求の URI スキームを保存し、コールの当初のターゲットが SIPS URI であっ
た場合、コールが SIPS URI に送信されるように保証します。また、コールの当初のターゲットが SIP
URI であった場合、コールは SIP URI に送信されます。

3xx クラスの応答およびターゲットリフレッシュの指示を受信すると、通信設定が検査されます。信頼
できない隣接では、コールのターゲットは、SIPS ターゲットに再ルーティングできません。同様に、
信頼できる隣接では、コールのターゲットは、SIP ターゲットに再ルーティングできません。リモート
ピアがこれを試みた場合、コールは拒否されます。

インターフェイス単位で設定可能な双方向 TLS 認証
インターフェイス単位で設定可能な双方向 TLS 認証機能は、SIP over TLS コールで隣接単位に単方向
または双方向 TLS 認証を設定する際に役立ちます。

SIP over TLS コールでは、SBC は TLS クライアント側または TLS サーバ側に存在することができま
す。この機能は、SBC が TLS サーバ側にある場合にだけ関連します。
TLS 接続のネゴシエート中、サーバ側は、サーバ認証を実行するためにクライアント側に証明書を送
信します。サーバ認証後、サーバはクライアント認証のために、クライアントの証明書を要求すること
があります。クライアント認証を使用しない場合、認証は単方向認証と呼ばれます。サーバとクライア
ントの両方が認証を必要とする場合、双方向認証と呼ばれます。
図 5 は、メッセージ フローの図であり、TLS 接続のネゴシエーション プロセスを示しています。太字
の線は、双方向認証がサーバ側でイネーブルの場合に必要なメッセージを表します。
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図 5

双方向 TLS 認証のメッセージ フローの図
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SBC が TLS クライアント側として機能する場合、クライアント証明書を実行するためにサーバ側と自
動的にネゴシエートできます。しかし、SBC が TLS サーバ側として動作する場合、クライアント認証
を行うために、クライアント側に CertificateRequest メッセージを送信してクライアント証明書を取得
するかどうかを SBC が判別できるように、SBC を設定する必要があります。
双方向認証を設定するには tls mutual-authentication コマンドを使用します。

設定可能な双方向 TLS 認証の制限事項と制約事項
• SIP 隣接の設定は隣接接続中に変更できません。
• 隣接のセキュリティ設定は、信頼できる暗号化または信頼できない暗号化であることが必要です。
• 同じローカル アドレスとポートを使用する複数の TLS に対応した隣接は同じ設定にする必要があ
ります。それ以外の場合、設定は拒否され、エラー メッセージがコンソールに表示されます。

• 隣接単位のトラスト ポイントの設定はできません。SBC はグローバル トラスト ポイントを使用し
てピアの証明書を検証するためです。SBC はグローバル トラスト ポイントから一致する証明書を
自動的に検索するため、この制限により、SBC での証明書の確認に制限は発生しません。
• SBC は、SBC が TLS サーバ側の間、1 つの証明書のみをサポートします。各隣接に異なる証明書
を設定することはできません。認証はプライマリ トラスト ポイントから取得されます。

• 証明書チェーンは SSO 設定同期冗長モードで同期されないため、TLS 認証がスタンバイに複製さ
れません。着信 TLS コールは TLS 証明書の取得不能が理由で失敗することがあります。
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Record-Route ヘッダーの TLS トランスポート パラメータ
この機能を使用すると、TLS を使用する際に、SBC-originated Contact ヘッダーおよび Record-Route
ヘッダーに transport=tls パラメータを追加できます。この機能は、SBC の着信隣接のセキュリティが
untrusted-encrypted に設定されている場合に適用できます。

transport=tls パラメータは、相互運用性のために RFC3261 で廃止されました。RFC3261 の実装では、
発信者に対する 200（INVITE）の Contact および Record-Route ヘッダーは、Contact:
<sip:192.168.1.1:5060>, Record-Route: <sip:192.168.1.1:5060;lr> のように、トランスポート パラ
メータなしで SIP URI を使用します。このため、後続の mid-dialog 要求は（re-INVITE）は TLS の代
わりに、SIP URI に基づいて TCP または UDP を使用して送信されます。SBC はポート上での TLS
メッセージを予期しているため、コールはドロップされます。
図 6 に、SIP コールが TLS 上で受信され、コールがドロップされるメッセージ フローを示します。
200OK（TLS）メッセージに応答する ACK が TCP または UDP を使用して SIP から SBC に送信され
ます。
図 6

SIP over TLS コール中のメッセージ フロー
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コールのドロップを回避するために、発信者は transport=tls パラメータを追加することによって ACK
で TLS トランスポートを使用することが強制されます。この機能は隣接単位で制御されます。

Contact および Record-Route ヘッダーの transport=tls パラメータを設定するには、
config-sbc-sbe-adj-sip モードで header-name [contact [add [tls-param]] | from{passthrough} |
to{passthrough}] コマンドを使用します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）での SIP Over TLS の設
定
ここでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SIP over TLS を設定する手順を示します。

手順の概要

1. configure terminal
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2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. security trusted-encrypted
6. redirect-mode {pass-through | recurse}
7. authentication nonce
8. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
9. signaling-port port-num
10. remote-address ipv4 ip-address ip-mask
11. signaling-peer peer-name
12. signaling-peer-port port-num
13. dbe-location-id dbe-location-id
14. reg-min-expiry period
15. attach force [abort | normal]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

security trusted-encrypted

セッション開始プロトコル（SIP）隣接でトランスポート
レベルのセキュリティを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security
trusted-encrypted
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

redirect-mode {pass-through | recurse}

SIP 隣接からの INVITE に対する 3xx 応答の受信について
の SBC の動作を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode
recurse

ステップ 7

authentication nonce timeout

SIP 隣接の認証ナンス タイムアウトを設定します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# authentication
nonce timeout 10

ステップ 8

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接または H.323 隣接のローカル IPv4 シグナリング
アドレスを定義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 10.10.10.10

ステップ 9

signaling-port port-num

SIP 隣接のシグナリング アドレスのローカル ポートを定義
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5000

ステップ 10 remote-address ipv4 ip-address ip-mask
例：

隣接を介して接続できるリモート シグナリング ピアの
セットを指定の IP アドレス プレフィクスを持つ隣接に制
限するように SIP 隣接を設定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
ipv4 36.36.36.20 255.255.255.0

ステップ 11 signaling-peer peer-name

指定のリモート シグナリング ピアを使用するように SIP
隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
10.1.2.3

ステップ 12 signaling-peer-port port-num

指定したリモート シグナリング ピアのポートを使用する
ように SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 123

ステップ 13 dbe-location-id dbe-location-id
例：

メディアをルーティングするときに、指定したメディア
ゲートウェイ DBE ロケーションを使用するように隣接を
設定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# dbe-location-id
1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 14 reg-min-expiry period

SIP 隣接に対する最短登録期間を秒単位で設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry
300

ステップ 15 attach force [abort | normal]

隣接を SBE 上のアカウントにアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# attach

SIP Over TLS の設定例
次に、SIP over TLS の設定例を示します。
crypto pki trustpoint CA
enrollment terminal
serial-number
subject-name ST=Some-State, C=AU, O=Internet Widgits Pty Ltd revocation-check none
rsakeypair the_default !
!
crypto pki certificate chain CA
certificate 01
308201D7 30820140 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
46310B30 09060355 04061302 5553310C 300A0603 55040813 03525450 310B3009
06035504 07130253 4A310E30 0C060355 040A1305 43495343 4F310C30 0A060355
040B1303 53424330 1E170D30 39303230 35313030 3832385A 170D3130 30323035
31303038 32385A30 45311330 11060355 0408130A 536F6D65 2D537461 7465310B
30090603 55040613 02415531 21301F06 0355040A 1318496E 7465726E 65742057
69646769 74732050 7479204C 7464305C 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003
4B003048 024100DC 18647810 B82F521B 40762B30 31646EB1 D567F0A6 E38DAD77
1C41D825 E5274FFC A1F59E98 DCDFA617 161EA4D4 DBDC06E9 E1142752 9212D34D
646E6B37 99D26502 03010001 A31A3018 30090603 551D1304 02300030 0B060355
1D0F0404 030205A0 300D0609 2A864886 F70D0101 04050003 81810084 7E9A479B
018F93F0 E683AA41 D3303705 6D89D44B 7798BD5F 15BCFAD5 EF55D72E 03365CD9
BBCD955E 3C6D78B3 8E8C0675 772A7DE2 BCFBD6DF 760F9683 F0AB6F62 A87D9AC1
AB2EA7E0 D831D33D 2F54582F 9E39F81D CBA33BD9 2466296C 4DCDAD0C 7D697AF7
797AFEAA 05C3021F A7E89044 EA1796DC F422C82E 2B3894F6 3B98A7
quit
certificate ca 00F2D75C678DC7F7F2
3082021A 30820183 A0030201 02020900 F2D75C67 8DC7F7F2 300D0609 2A864886
F70D0101 04050030 46310B30 09060355 04061302 5553310C 300A0603 55040813
03525450 310B3009 06035504 07130253 4A310E30 0C060355 040A1305 43495343
4F310C30 0A060355 040B1303 53424330 1E170D30 39303230 35303931 3032395A
170D3134 30323034 30393130 32395A30 46310B30 09060355 04061302 5553310C
300A0603 55040813 03525450 310B3009 06035504 07130253 4A310E30 0C060355
040A1305 43495343 4F310C30 0A060355 040B1303 53424330 819F300D 06092A86
4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100 BD3DBEEE A8CB6C51 9E2BBEC4
35C2644F 92055B30 3543CA9D A1E1C0CB F59A2490 9296304D 43C19913 2A12EA80
BDC6A1E3 0C164059 2C0DF132 E4AFF260 E88F38DC F23E866C DAFDD1BD F888BE90
B74C49DA 4712E1E2 E249F444 FB3226B2 A5963DCD E75467B3 83669794 13BB8E7B
CAFE3830 85091839 9658999B C72395E1 07AB35D1 02030100 01A31030 0E300C06
03551D13 04053003 0101FF30 0D06092A 864886F7 0D010104 05000381 8100A7E5
662FDE66 01FC63BA 399D1D17 0336C35B F9D9AEAF 87DA9E05 6AD13B90 D11CB984
9B90FF8E 123F03B3 4E035D6B AC79D399 FF92A09C 2E62B759 E716D1D5 ABA46796
41BB570F 96B7EE47 FB779AD4 0C8790FC 15FC65D6 47F60BE4 EB498B63 6DC2FBD3
9DD51D82 0EB80125 D5A8F71B F7B61A63 5B601A6D FEFCAEB6 B33BF38B 9A10
quit
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定例を示します。
Router# configure
Router(config)# sbc sbc-3
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security trusted-encrypted
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode pass-through
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 300
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.130.10.25
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port 5060
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 10.74.49.145 255.255.255.255
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 10.74.49.145
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer-port 5060
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# dbe-location-id 4294967295
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry 3000
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# attach

SIP Over TLS の確認
ノード上の証明書を確認するには、次のコマンドを使用します。

show crypto pki certificates：自身の証明書、Certification Authority（CA; 認証局）の証明書、
Registration Authority（RA; 登録局）の証明書に関する情報を表示します。
show crypto key pubkey-chain rsa：公開キー コンフィギュレーション モードを開始します（他のデ
バイスの RSA 公開キーを手動で指定および表示できます）。
show crypto key mypubkey rsa：ルータの RSA 公開キーを表示します。

信頼できる暗号化されていない隣接での SIPS URI から SIP URI への変換
のイネーブル化
信頼できる暗号化されていない隣接での SIPS URI から SIP URI への変換をイネーブルにするには、こ
の項で説明されている手順を使用します。この手順を実行することは、信頼できる暗号化されていない
隣接にセキュアな登録を転送するように SBC を設定するための要件の 1 つです。この機能の詳細につ
いては、「SIP Over TLS の概要」（P.83）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. security trusted-unencrypted
6. registration unencrypted-convert
7. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

adjacency sip adjacency-name

adjacency-name：隣接名。
例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

security trusted-unencrypted

隣接でトランスポート レベルのセキュリティを設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security
trusted-encrypted

ステップ 6

信頼できる暗号化されていない隣接で SIPS URI から SIP

registration unencrypted-convert

URI への変換をイネーブルにします。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
unencrypted-convert

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

次の例では、SIPS URI から SIP URI への変換がイネーブルであることが、show sbc adjacencies コマ
ンドの出力により示されています。
Router# show sbc MySBC sbe adjacencies ADJ1 detail
SBC Service MySBC
Adjacency ADJ1 (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
192.0.2.36.1:5060, VRF sidd_sipp1
IPsec server port:
0
Signaling-peer:
192.0.2.37.1:5060 (Default)
.
.
.
Media Bypass Tag List:
Tag 1:

tag1
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Tag 2:
tag2
Media Bypass Max Out Data Length:
Register unencrypted covert: Enabled

1024

SIP ピアのアベイラビリティの検出
SBC は SIP ピアのアベイラビリティ検出（OPTIONS ping）機能をサポートします。SBC は、設定さ
れたピアに定期的に OPTION 要求を送信します。ピアが一定の OPTION 要求に応答しないと、ピアは
障害と宣言され、コールは他のピアを経由してルーティングされます。
ping 抑制がイネーブルで、ピア間のシグナリング トラフィック交換がアクティブな場合、輻輳を回避
するため、ピアのアベイラビリティ検出用の OPTIONS ping は使用されません。

SIP ピアのアベイラビリティ検出に関する制約事項
SIP ピアのアベイラビリティ検出機能には次の制約があります。
• OPTIONS 要求は SIP メソッドの輻輳応答コードを使用します。
• ピアへの OPTIONS メッセージの数を減らした場合、障害になったピアを検出するために SBC が
要する時間が大幅に増加します。

SIP ピアのアベイラビリティ検出の設定
SIP ピアのアベイラビリティ検出を設定するには、この項で説明されている手順を使用します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. ping-enable
6. ping-bad-rsp-codes ranges
7. ping-suppression
8. exit
9. end
10. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name Detail
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

SIP OPTION ping を隣接に送信することにより、そのリ
モート ピアをポーリングするよう隣接を設定し、ping オプ

ping-enable

ション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable

ステップ 6

ping-bad-rsp-codes ranges

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#
ping-bad-rsp-codes ranges 300,398

ステップ 7

ping-suppression options

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)#
ping-suppression odd-request

隣接に SIP OPTION ping を送信して、SIP 隣接の輻輳応答
コードを設定します。
応答コード範囲を指定するには、ranges 引数を使用します
（範囲は 300 ～ 399 です）。
（任意）必要に応じて、SIP 隣接で ping する SBC を設定し
ます。

options には、ping の抑制に使用する、次のいずれかの文
字列を指定します。
• ood-request：out-of-dialog または dialog-creating 要求
を受信すると、SBC はピアを到達可能と見なします
（OPTIONS および REGISTER メッセージを除く）。
• ood-response：out-of-dialog または dialog-creating
2xx 応答を受信すると、SBC はピアを到達可能と見な
します（OPTIONS および REGISTER メッセージを除
く）。

• ind-request：in-dialog 要求を受信したときに SBC は
ピアを到達可能と見なします。

• ind-response：in-dialog 2xx 応答を受信したときに
SBC はピアを到達可能と見なします。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

adj-sip-ping モードを終了し、adj-sip モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# exit

ステップ 9

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe adjacencies

指定した隣接に関連する詳細を表示します。

adjacency-name detail

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies sipGW
detail

例
次に、SIP OPTIONS ping を送信することで SIP 上の輻輳応答コードを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# ping-bad-rsp-codes ranges 300,398
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# exit
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

冗長ピア アドレス
ピア SIP デバイスで動作している場合、分離された VLAN 上（たとえば、地理的に離れたホスト）で
冗長なホストを運用する場合、VLAN の障害の後に異なる IP アドレスからシグナリングを開始でき
る、PGW 2200 ソフトスイッチなどのピア SIP デバイスと SBC を相互運用する必要があることがあり
ます。PGW 2200 ソフト スイッチなどのピア SIP デバイスには、VLAN とホストの冗長性の両方を含
む次のハイ アベイラビリティ戦略があります。

• 標準のフェールオーバー シナリオでは、1 台のホストが障害になると、バックアップが処理を引き
継ぎます。このバックアップは、SIP 通信用の仮想 IP アドレスも引き継ぎます。コールの状態が
維持され、フェールオーバーは SBC にとって見えません。
• VLAN で障害が発生した場合、SBC と相互運用する PGW 2200 ソフトスイッチは他の VLAN の
インターフェイスの使用を開始します。VLAN 間で仮想 IP アドレスを移動できないため、SIP 通
信の IP アドレスが変更されます。
• 一部のネットワークでは、プライマリおよびバックアップ ホストは地理的に冗長化され、VLAN
を共有できません。したがって、ホスト間で仮想 IP アドレスを移動できないため、プライマリ イ
ンターフェイスに障害が発生した場合、SIP 通信に使用する IP アドレスが変わります。
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図 7 に、冗長トポロジを示します。
図 7

冗長トポロジ
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VLAN 3 VLAN 4
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ピアの IP アドレスが変更された場合、対応するピア デバイスのコール状態が維持され、ダイアログ タ
グ、Contact ヘッダー、ルート セットなどの主要な SIP パラメータは変更されません。ただし、
Contact ヘッダーに誤りがあり、新しいピア IP アドレスは含まれません。
冗長ピア アドレス機能を使用すると、そのピア デバイスの IP アドレスの変更が可能となり、SBC で
次の機能がサポートされます。

• 冗長 IP アドレスからの着信 SIP メッセージを受け入れます。
• SIP Contact ヘッダー（または他の SIP ヘッダー）で指定された IP アドレスとピアが使用する実際
の IP アドレス間の不一致を無視します。
• 各ピア アドレスに ping してアクティブなアドレスを監視し、現在アクティブな IP アドレスにピア
宛ての発信 SIP メッセージを送信します。
• 単一のリモート アドレス マスク内に含まれていない SIP ピア デバイスの複数の冗長 IP アドレスで
SBC を設定できます。
• 隣接ごとに設定可能な次の動作モードがサポートされます。
– 現在のアドレスが障害になっていなくても、高プライオリティ アドレスがアクティブな場合、
SBC はピアの IP アドレスを切り替えます。
– 現在アクティブでプライオリティが最も高いピア IP アドレスを選択して、各隣接の現在の宛
先を選択し、障害になったことを検出するまでその宛先を使用し続け、障害になった時点で選
択プロセスを繰り返します。

• 各ピア IP アドレスとのすべての通信に 1 つのローカル IP アドレス、ポート、および VPN を使用
します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

97

Cisco Unified Border Element（SP Edition）での隣接の実装
冗長ピア アドレス

冗長ピア アドレスの制約事項
冗長ピア アドレス機能には次の制約があります。

• これは、シグナリング専用の機能です。
• ピアの代替冗長アドレスは自動的に検出できないため、ping-enable コマンドを使用して設定する
必要があります。

• 隣接内のメイン ピア アドレスは、冗長ピア アドレスとして 1 ～ 6 の範囲の同じプライオリティ値
を共有します。

• 単一のロード バランシング方式が提供されます。SBC は、すべての発信 SIP 要求に、プライオリ
ティが最も高く設定されたアクティブ ピア IP アドレスを選択します。
• 高速登録要求の送信元アドレスは変更できません。
• SIP 要求がピア アドレスに送信され、応答が受信されない場合、SBC はその後ピア アドレスが障
害になったことを検出します。ただし、SIP 要求の宛先アドレスは変更されず、障害になったアド
レスに再試行されます。新しい要求はアクティブなアドレスに送信されます。

• 特定の隣接に設定された宛先アドレスおよびポートはメッセージの編集の設定では使用できませ
ん。したがって、既存の signaling-peer および signaling-peer-port ヘッダー フィルタリング構文の
宛先単位の同等構文はありません。

• 必要な場合にのみ ping を送信する最適化（ping 抑制）は、冗長ピアに面する隣接で設定できませ
ん。

冗長ピア アドレスの設定
冗長ピア アドレスを設定するには、この項で説明する手順を使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. no attach
6. force-signaling-peer {all}
7. ping-enable
8. exit
9. redundant peer index
10. address address
11. port port
12. network {IPv4 address netmask | IPv6 address netmask}
13. priority priority
14. activate
15. exit
16. signaling-peer-switch {always | fail}
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17. signaling-peer-priority priority
18. exit
19. end
20. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name peers
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

SBE 上のアカウントから隣接を切断します。

no attach

（注）
例：

隣接は、冗長ピアを追加または削除する前に切断
する必要があります。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach

ステップ 6

force-signaling-peer {all}

SIP メッセージが設定したシグナリング ピアに送信される
ようにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
force-signaling-peer all

ステップ 7

SIP OPTIONS ping を隣接に送信することにより、そのリ
モート ピアをポーリングするよう隣接を設定し、ping オプ

ping-enable

ション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ping-enable

ステップ 8

adj-sip-ping モードを終了し、adj-sip モードに移行しま

exit

す。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

redundant peer index

SBE SIP 隣接ピアのモードを開始し、隣接の代替シグナリ
ング ピアを設定します。1 から 5 までのピアのインデック

例：

ス番号を指定できます。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redundant peer
1

ステップ 10 address address

冗長ピアとして機能する IP アドレスまたはホスト名を設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-peer)# no address

ステップ 11 port port

冗長ピアのポートを設定します。
（注）

デフォルトでは、ポート 5060 が使用されます。

例：
Router(config-sbe-adj-sip-peer)# port 2

ステップ 12 network {IPv4 address netmask | IPv6 address
netmask}

冗長ピアの IPv4 または IPv6 ネットワークを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-peer)# network
ipv4 33.33.36.2 255.255.255.0

ステップ 13 priority priority

冗長ピアのプライオリティを設定します。範囲は 1 ～ 6 で
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-peer)# priority 1

ステップ 14t activate

冗長シグナリング ピアをアクティブにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-peer)# activate

ステップ 15t exit

adj-sip-peer モードを終了し、adj-sip モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-peer)# exit

ステップ 16 signaling-peer-switch {always | fail}

SIP 隣接を設定し、使用可能な宛先にシグナリング ピアを
切り替えます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-switch always

ステップ 17 signaling-peer-priority priority

SIP 隣接のシグナリング ピアのプライオリティを設定しま
す。範囲は 1 ～ 6 です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-priority 1

ステップ 18 exit

adj-sip モードを終了し、sbe モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 19 end

sbe モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 20 show sbc sbc-name sbe adjacencies

指定した隣接の設定されているピアを一覧表示します。

adjacency-name peers

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies sipGW
peers

冗長ピア アドレスの例
次に、冗長ピア アドレスの設定例を示します。
sbc mat
sbe
adjacency sip SIPPA
force-signaling-peer
signaling-peer-switch on-fail
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 1.0.0.10
statistics method summary
signaling-port 5068
remote-address ipv4 1.0.0.0 255.0.0.0
signaling-peer 1.0.0.3
signaling-peer-priority 6
signaling-peer-port 5068
registration rewrite-register
registration target address 1.0.0.3
registration target port 5068
redundant peer 1
network ipv4 5.5.5.5 255.255.255.255
address 5.5.5.5
priority 2
activate
redundant peer 2
network ipv4 22.22.22.22 255.255.255.255
address 22.22.22.22
port 2222
priority 3
ping-enable
attach

冗長ピア アドレスの確認
ピアを確認するには、次のコマンドを使用します。

• show sbc sbe adjacencies detail：SIP 隣接の詳細設定が表示されます。
• show sbc sbe adjacencies peer：隣接の設定されたピアを一覧表示します。
• show sbc sbe all-peers：ピアの情報を表示します。
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Edition）ポリシーの実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
が異なる種類の Voice over IP （VoIP）イベントを処理する方法を定義する一連のルールです。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）ポリシーにより、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
をパススルーする VoIP シグナリングおよびメディアをアプリケーション レベルで制御できます。
（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 から、ポリシー設定は統合モデルでサポートされます。この機能の拡張が新
しいリリースに追加されました。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加さ
れました。

Cisco IOS XE Release 2.5

加入者ポリシー、正規表現ベースのルーティング、SIP トランクグルー
プ ID ルーティングのサポート、および SIP メディア ラインの削除機能
が、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されました。

H.323 コール ルーティング機能、H.323 ハンティングおよび multiARQ
ハンティング、ルーティング ポリシーのネクスト ホップの選択、
H.323 アドレス指定、DNS 名前解決、番号の検証と編集、ロード バラ
ンシング、VPN 間コールのサポートが、Cisco ASR 1000 シリーズ
ルータに追加されました。

Cisco IOS XE Release 2.6

（送信元）番号分析機能に送信元番号テーブル送信元プレフィクス テー
ブルが追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.1S 非対称ペイロード タイプのサポートが追加されました。
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Cisco IOS XE Release 3.2S 番号分析機能に発信元アドレス処理が追加されました。次の番号分析
テーブルが変更されました。

• na-src-number-table が na-src-address-table に変更されました。
• na-dst-number-table が na-dst-address-table に変更されました。
• na-dst-number-attr-table が na-carrier-id-table に変更されました。
• first-number-analysis-table の名前が first-inbound-na-table に変更
されました。
また、first-outbound-na-table が導入されました。active-call-policy-set
の名前が call-policy-set default に変更されました。
active-cac-policy-set の名前が cac-policy-set global に変更されました。
管理ドメインが導入されました。
コール アドミッション制御（CAC）とコール ポリシー セットのコピー
アンド スワップ手順が導入されました。
複数 CAC 平均期間機能が追加されました。
プライバシー サービス機能が追加されました。
複数 SBC メディア バイパス機能が追加されました。
Cisco IOS XE Release 3.3S メッセージ、ポリシー、および加入者の統計情報の拡張機能が追加され
ました。

Cisco IOS XE Release 3.4S リソース使用制限機能が追加されました。
Cisco IOS XE Release 3.5S CAC 関連の拡張機能が導入されました。一部の設定シナリオにおいて
caller と callee のコマンド ペアに代わるコマンドとして branch が導入
されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「ポリシーを実装するための前提条件」（P.104）
• 「制約事項」（P.105）
• 「ポリシーの実装について」（P.105）
• 「メッセージ、ポリシー、および加入者の統計情報」（P.150）
• 「管理ドメイン」（P.159）
• 「非対称ペイロード タイプ」（P.159）
• 「ポリシーの実装方法」（P.164）
• 「リソース使用の制限」（P.245）
• 「ポリシー実装の設定例」（P.256）

ポリシーを実装するための前提条件
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーを実装するための前提条件を示します。
ポリシーを設定する前に Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定されている必要が
あります。
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制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）でのルーティング ポリシーの実装には、次の制約事項が
適用されます。

• H.323 プロトコルは、Cisco IOS XE Release 2.4 以前のリリースではサポートされません。
• 正規表現照合は、SIP コールの送信元または宛先 URI のテキスト ユーザ名およびドメイン名だけ
でサポートされます。H.323 コールで使用される電話番号の正規表現照合はサポートされません。
• SBC では、コール ルーティング発生前に Trunk-Group ID（TGID; トランクグループ ID）情報の
追加、変更または削除はできません。

• SBC では、TGID ルーティング実行時の正規表現照合はできません。

ポリシーの実装について
ポリシーは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が異なる種類の VoIP イベントを処理する方
法を定義する一連のルールです。Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーにより、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）をパススルーする VoIP シグナリングおよびメディアをアプリ
ケーション レベルで制御できます。図 1 にポリシー コントロール フローの概要を示します。
図 1

ポリシー制御の概要
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番号分析とルーティングは一連の設定作業で設定され、アドミッション コントロールは別の設定作業
で設定されます。
番号分析（NA）は、一連の送信元ディジットまたは着信ディジットが有効な電話番号を表しているか
どうかを（番号検証、番号カテゴリ化、または番号操作に基づいて）判断します。コール ルーティン
グは、シグナリング要求を送信すべき VoIP シグナリング エンティティを決定します。メッセージのさ
まざまな属性（たとえば、送信元アカウントまたは隣接）に基づいて、シグナリング メッセージに宛
先隣接が選択されます。ルーティング ポリシーが新しいコール イベントと加入者登録イベントに適用
されます。

Cisco IOS XE Release 3.2S よりも前のリリースでは、テキスト ユーザ名は NA をバイパスしてルート
分析に進み、照合されます。Cisco IOS XE Release 3.2S から、NA は着信ディジットとテキストのユー
ザ名の両方を検証できます。
また、Cisco IOS XE Release 3.2S よりも前のリリースでは、NA の dst-address は編集できましたが、
src-address は編集できませんでした。Cisco IOS XE Release 3.2S から、NA の src-address も編集でき
ます。src-address の編集作業は、dst-address を編集する場合と同様、ディジット ストリングについて
のみ可能です。

Cisco IOS XE Release 3.2S で、送信元番号の表示名または表示番号が匿名かどうかを確認する
na-src-name-anonymous-table コマンドが導入されました。
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Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）は、同時に発生するコールおよび登録の
数を制限し、アクティブ コール専用のメディア帯域幅を限定します。これにより、レート制限による
他のネットワーク エレメントの負荷制御が可能になります。ある特定のイベントは、ある属性に基づ
いて、完全にブロックされるか（ブラックリストを使用）自由に許可されます（ホワイトリストを使
用）。
すべてのポリシーが必須というわけではありません。

• 加入者間のコールでは、エンドポイント ルーティング ポリシーだけが必要です。
• 電話番号間のコールでは、コール ルーティング ポリシーだけが必要です。
• 番号分析とアドミッション コントロールは任意ですが、ユーザによって要求される場合がありま
す。
ポリシーは、アカウントおよび隣接を名前で参照します。したがって、ポリシーを設定する前に隣接を
設定して命名しておくと役立つ場合があります。ただし、必須ではありません。
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装方法を理解するうえで重要な概念に
ついて説明します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシー
• 番号分析ポリシー
• ルーティング
• H.323 コール ルーティング機能
• コール アドミッション制御

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシー
ここでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの次の点について説明します。

• ポリシー イベント
• ポリシーの段階
• ポリシー セット
• ポリシー テーブル

ポリシー イベント
ポリシーは、次のイベントに適用されます。

• 新しいコール：新しい SIP または H.323 コールが Cisco Unified Border Element （SP Edition）に
送信される場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はポリシーを適用し、新しいコール
要求の処理方法、およびコールがそのライフタイムの間満たしていなければならない制約条件を決
定します。

• コール アップデート：コール内のエンドポイントの 1 つが新しいメディア パラメータに再ネゴシ
エーションを試みた場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はポリシーを適用し、その
試みを承認します。

• 加入者登録：加入者が Cisco Unified Border Element（SP Edition）を通して登録を試みた場合、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）はポリシーを適用し、登録要求の処理方法を決定しま
す。
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ポリシーの段階
SIP および H.323 コールのコンテキストでは、ポリシーの 3 つの段階が順にポリシー イベントに適用
されます。ポリシーの段階は次のとおりです。

• 着信番号分析
• ルーティング
• 発信番号分析
• アドミッション コントロール
これらのポリシーの段階の一部は、特定のタイプのイベントではスキップされます。図 2 に、各イベン
ト タイプにおけるポリシーの段階のシーケンスを示します。
図 2

イベント タイプにおけるポリシーの段階
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ポリシーの段階でエラーが発生した場合、コールは拒否され、このエラーが発信側デバイスに伝搬され
ます（必要に応じて、Session Initiation Protocol または H.323 シグナリングのいずれかを使用します）。
表 2 に、エラー コードを示します。

コンポーネント
番号分析

発生する SIP エラー コード
604 "Does not exist
anywhere"

発生する H.323 エラー

ITU-T Q.931 は H.225 の理由フィールド
unreachableDestination により UUIE 解放完
了

ルーティング

604 "Does not exist
anywhere"

コール アドミッショ
ン制御

503 "Service Unavailable"

ITU-T Q.931 は H.225 の理由フィールド
unreachableDestination により UUIE 解放完
了

（注）

ITU-T Q.931 は H.225 の理由フィールド
noPermission により UUIE 解放完了

コールがルーティングまたはコール アドミッション制御の段階で失敗した場合、そのコールは解放さ
れます。再試行は行われません。再試行を行うかどうかは、アップストリーム（発信側）デバイスによ
り決定されます。
次に、ポリシーの段階の詳細について説明します。

• 番号分析
• ルーティング
• アドミッション コントロール
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番号分析
番号分析（NA）は、一連の着信ディジットまたは送信元番号が有効な電話番号を表しているかどうか
を判断します。この処理を実現するためには、limited-form regular-expression 構文を使用して、有効
な送信元番号および着信ディジット ストリングのテーブルを 1 つ以上設定し、実際の送信元番号およ
び着信ディジットをテーブル内のさまざまなストリングと照合します。

NA ポリシーは、新しいコール イベントだけに適用されます。NA が新しいコールに一連の有効な送信
元ディジットまたは着信ディジットが含まれていないと判断した場合、Cisco Unified Border Element
（SP Edition）は、「ポリシーの段階」で説明されているエラー コードを使用して、そのコールを拒否し
ます。
NA のルールはコールの送信元アカウントおよび送信元隣接に応じた設定が可能なため、異なるダイヤ
ル プランを異なるカスタマー組織（または、異なるエンドポイント）に設定できます。
送信元番号および着信番号の検証に加えて、NA ポリシーでは次のことも実行できます。

• 着信ディジットを標準形式（E.164 形式など）に再フォーマットする。
• コールにカテゴリのラベルを付ける（ポリシーのこの後の段階で使用される）。
ルーティング
ルーティングは、シグナリング要求を送信すべきネクスト ホップ VoIP シグナリング エンティティを
決定します。VoIP シグナリング メッセージのルーティングは、次の 2 つの段階で行われます。

• Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）：ルーティングの最初の段階。ポリ
シーベース ルーティングでは、メッセージのさまざまな属性（後述）に基づいてシグナリング
メッセージに宛先隣接が選択されます。

• プロトコルベース ルーティング：ポリシーベース ルーティングの後に行われる段階。プロトコル
ベース ルーティングでは、VoIP プロトコル特有のメカニズムを使用し、ポリシーベース ルーティ
ングにより選択された宛先隣接に設定されたシグナリング ピアからネクスト ホップ IP アドレスを
推定します。
たとえば、宛先隣接が SIP 隣接で、シグナリング ピアが uk.globalisp.com である場合、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は Domain Name Server（DNS; ドメイン ネーム サーバ）ま
たは IP 検索を使用してドメイン uk.globalisp.com の SIP サーバの IP アドレスとポートを判断し、
その IP アドレスおよびポートに適切なシグナリング メッセージを転送します。
ルーティング ポリシーが新しいコール イベントと加入者登録イベントに適用されます。
新しいコール イベントが既存のサブスクリプションに一致している場合、コールは当初の加入者登録
の送信元 IP アドレスおよびポートに自動的にルーティングされます。これを実行する場合に設定済み
ポリシーは必要ありません。また、設定済みポリシーはこのようなコールのルーティングに影響を与え
ることはありません。
ルーティング ポリシーはコール アップデート イベントには適用されず、コール アップデート シグナ
リング メッセージは、コールを発信した新しいコール イベントのために選択された宛先隣接に自動的
にルーティングされます。
イベントの属性が設定された適切なルーティング ルールに一致しない場合、イベントをルーティング
できない可能性があります。このような場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は適切なエ
ラー コードを使用してイベントを拒否します。
正規表現ベースのルーティング機能では、ユーザ名、あるいは送信元または宛先 SIP URI のドメイン
部を照合する正規表現によりルーティング ルールを設定できます。

SBC は、受信した SIP INVITE メッセージの送信元または宛先 TGID パラメータの値に基づいてコー
ル ルーティングを提供する SIP トランクグループ ID ルーティングをサポートします。
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（注）

ネットワークのトランクは、エンドツーエンド接続の確立に使用される 2 つのスイッチング シ
ステム間の通信パスです。トランクグループは、すべてのパスが代替可能なスイッチング シス
テム内またはそれらの間で接続を確立するためのトランク（ユニットとして設計されたトラ
フィック）のセットです。TGID は、特定のコンテキスト内でトランクグループを一意に識別
するストリングです。

アドミッション コントロール
コール アドミッション制御は、ネットワーク リソース利用率の制限に基づいて、イベントを認可すべ
きか拒否すべきかを決定します。アドミッション コントロールを実行する理由は、2 つあります。

• 負荷の影響を受けやすいネットワーク エレメント（ソフトスイッチなど）を、特異なイベント
（DoS 攻撃、自然災害または人災、マスメディアによる電話参加など）によって発生する可能性の
ある有害なレベルの負荷から保護するため。

• サービス レベル契約（SLA）で定義されたネットワーク利用率のレベルを超えないように、組織
間での SLA をポリシングするため。
コール アドミッション コントロール ポリシーは、すべてのイベント タイプに適用されます。イベント
がアドミッション コントロール ポリシーにより認可されていない場合、Cisco Unified Border Element
（SP Edition）はこのイベントを適切なエラー コードにより拒否します。

ポリシー セット
ポリシー セットは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）上で一度にアクティブにできるポリ
シーの集合です。ポリシー セットがアクティブな場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
はポリシー セット内で定義されているルールを使用して、ポリシーをイベントに適用します。1 つの
Cisco Unified Border Element（SP Edition）に複数のポリシー セットを作成できます。
このポリシー セットには、次の 2 つの用途があります。

• 現在アクティブなポリシー セットのコピーを作成し、すべての必要な変更を行い、修正されたポ
リシーを検討し、アクティブなポリシー セットを切り替えることにより、設定済みのポリシーを
アトミックに修正できます。新しいポリシー セットがアクティブになった後に問題が検出された
場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）ではコマンドを 1 つ入力するだけで、以前のポ
リシー セットの使用に切り替えることができます。

• 異なるタイミングで使用する異なるポリシー セットを作成し、適切なタイミングでポリシー セッ
トを切り替えることができます。
番号分析とルーティングは、コール ポリシー セットで設定されます。アドミッション コントロール
は、CAC ポリシー セットで設定されます。
新しいポリシー セットは、空の状態（ポリシーが設定されていない状態）で作成するか、または他の
ポリシー セットをコピーすることで作成できます。ポリシー セットは、アクティブでなければ削除で
きます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）が初期化されると、アクティブなポリシー セットはあり
ません。初期化後、アクティブなポリシー セットは、いつでも未定義にすることができます。アク
ティブなルーティング ポリシーがない場合、ルーティングが必要な各イベントは拒否されます。
Cisco IOS XE Release 3.2S からは、管理ドメインにより、ユーザが番号分析、ルート分析、および別
のポリシーを参照できる CAC ポリシーごとに個別の開始インデックス グループを作成できます。管理
ドメインは、着信と発信の両方の分析段階の隣接に関連付けられます。
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非アクティブ コール ポリシー セットをいつでもアクティブ コール ポリシー セットとして指定できま
す。ただし、アクティブ コール ポリシー セットを直接変更することはできません。アクティブ コール
ポリシー セットを変更するには、コピー アンド スワップ手順を実行します。
非アクティブ CAC ポリシー セットをいつでもアクティブ CAC ポリシー セットとして指定できます。
CAC ポリシー セットに新しいテーブルを追加することにより、アクティブ CAC ポリシー セットを変
更することもできます。アクティブ CAC ポリシー セットの既存のテーブルにエントリを作成できるの
は、テーブル タイプが limit all または policy-set の場合だけであることに注意してください。このよ
うな変更を行うには、コピー アンド スワップ手順を実行する必要があります。
アクティブである複数のポリシー セットを定義し、隣接の設定に基づいて各コール分析段階で使用で
きるポリシー セットを選択できます。複数の管理ドメインが参照している可能性のあるポリシーを変
更するには、コピー アンド スワップ手順を実行します。

アクティブ CAC ポリシー セットの変更
アクティブ CAC ポリシー セットを変更する手順は、CAC ポリシー セットを作成する手順と同じで
す。この手順は「コール アドミッション コントロール ポリシー セット、CAC テーブル、およびグ
ローバル CAC ポリシー セットの設定」（P.217）で説明します。システムがこれらの各手順の最後に実
行するチェックには違いがあります。新たに変更された CAC ポリシー セットは、変更された CAC ポ
リシー テーブルから到達可能なすべての CAC ポリシー テーブルが次の条件を満たしていると判定さ
れた場合にのみアクティブになります。次の条件のいずれかに一致しない CAC ポリシー テーブルがあ
る場合は、エラー メッセージが表示されます。

• テーブルがアクティブである。
• テーブル内のすべてのテーブル検索アクションが有効なテーブルを指している。
• いずれのテーブル検索アクションも CAC 設定ループとならない。
• すべてのテーブル エントリ値が有効である。たとえば、スコープ名や照合プレフィクスの長さは、
指定された基準を満たしている必要があります。
変更された CAC ポリシー セットは新しい着信コールだけに適用されることに注意してください。変更
された CAC ポリシー セットがアクティブになる前に処理中だったコールは、変更された CAC ポリ
シー セットがアクティブになっても影響を受けません。

コピー アンド スワップ手順
コピー アンド スワップ手順を実行するには、コピー元のポリシーとコピー先のポリシーを指定します。
コピー元のポリシーは既存のポリシー セットであることが必要ですが、コピー先のポリシーは既存の
ポリシー セットでなくてもかまいません。ポリシーを上書きから保護するために、既存のポリシー
セットにコピーしようとすると、エラーが生成されます。
元のポリシーは異なる管理ドメインで参照でき、1 つの管理ドメイン内に複数のインデックスを持つこ
とができます。ポリシーをスワップすると、コピー元のポリシーに関するすべての参照がコピー先のポ
リシーに置き換えられます。スワップ機能は、管理ドメイン内で参照されるポリシー セットを含むデ
フォルト ポリシー セットおよびグローバル ポリシー セットを置き換えます。
元のポリシーへのすべての参照が置き換えられる前に、complete コマンドを使用して新しいポリシー
を complete に設定する必要があります。
元のポリシーへのすべての参照が置き換えられる前に、新しいポリシーをグローバルに実行することを
推奨します。

（注）

元のポリシーが存在しないか、incomplete 状態である場合は、エラーが生成されます。
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次の設定例では、コール ポリシー セット 2 のコピー アンド スワップ手順を説明します。
Router# show run | b call-policy-set 2
call-policy-set 2
description this is call policy 1
first-call-routing-table TAB1
first-reg-routing-table TAB2
rtg-src-adjacency-table TAB1
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency SIPP1B
action complete
entry 2
match-adjacency SIPP1B
dst-adjacency SIPP1A
action complete
rtg-src-adjacency-table TAB2
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency Registrar
action complete
entry 2
match-adjacency SIPP1B
dst-adjacency Registrar
action complete
complete

ステップ 1

既存のコール ポリシー セット call-policy-set 2 を新しいコール ポリシー セット call-policy-set 20 にコ
ピーします。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set copy source 2 destination 20

ステップ 2

新しいコール ポリシー セットに必要な変更を加えます。
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-inbound-na-table InTable
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-outbound-na-table OutTable

ステップ 3

新しいコール ポリシー セット call-policy-set 20 を complete に設定します。
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

ステップ 4

call-policy-set 2 への参照が call-policy-set 20 と置き換えられるようにポリシーをスワップします。ス
ワッピング機能は、管理ドメイン内で参照されるポリシー セットを含むデフォルト ポリシー セットお
よびグローバル ポリシー セットを置き換えます。
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set swap source 2 destination 20

次の設定例では、既存の CAC ポリシー セット 12 のコピー アンド スワップ手順を説明します。
Router# show run | b cac-policy-set 12
cac-policy-set 12
first-cac-table 1
cac-table 1
table-type limit adjacency
entry 2
match-value SIPP1B
media police strip
action cac-complete
complete
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ステップ 1

既存の CAC ポリシー セット cac-policy-set 12 を新しい CAC ポリシー セット cac-policy-set 22 にコ
ピーします。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set copy source 12 destination 22

ステップ 2

新しい CAC ポリシー セットに必要な変更を加えます。
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table TAB1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# $max-call-rate-per-scope 100

ステップ 3

新しい CAC ポリシー セット cac-policy-set 22 を complete に設定します。
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 22
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 4

cac-policy-set 12 への参照が cac-policy-set 22 と置き換えられるようにポリシーをスワップします。
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set swap source 12 destination 22

ポリシー テーブル
SBE のすべてのポリシーは、一連のテーブルで設定されます。ここでは、ポリシー テーブルの全体的
な構造について説明します。内容は次のとおりです。
• 用語
• ポリシーの適用
• ポリシーの選択
• ポリシー テーブルの例
用語
ここでは、この後のポリシー テーブルの説明で使用するいくつかの用語を定義します。
ポリシー テーブルには、次のプロパティがあります。

• 1 つのポリシー セットの範囲内でテーブルを一意に識別する名前。異なるポリシー セット内の
テーブルに、同じ名前を使用できます。

• テーブルからエントリを選択するための基準を定義するタイプ。
• テーブル エントリの集合。
ポリシー テーブル エントリは、ポリシー テーブルの構成要素です。次のプロパティがあります。

• 照合する値（照合値）。この値の意味は、テーブルのタイプによって決定されます。同じテーブル
内に同じ照合値を持つ 2 つのエントリが存在してはなりません。
• （任意）イベントに対して実行されるアクション（このエントリに一致する場合）。
• （任意）次にポリシーを検索するテーブルの名前（イベントがこのエントリに一致する場合）。
ポリシーの適用
イベントが発生すると常にポリシー テーブルが検索されます。イベントに適用されるポリシーは、
テーブルが検索されるときに構築されます。
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ポリシー セットには次のプロパティが含まれており、ポリシー計算の各段階で検索するポリシー テー
ブルを定義します。コール ポリシー セットには、次のものが含まれています。

• 最初に処理する NA ポリシー テーブル
• コール発生時に最初に処理するルーティング ポリシー テーブル
• エンドポイント登録時に最初に処理するルーティング ポリシー テーブル

CAC ポリシー セットには、最初のアドミッション コントロール ポリシー テーブルが含まれています。
イベントが発生した場合、ポリシー テーブルは次のようにして検索されます。この手順は、イベント
におけるポリシーのすべての段階で 1 回ずつ実行します。

• ポリシー計算の特定の段階における最初のテーブルを、アクティブな設定セットから取得します。
• テーブルのタイプによって、このテーブルで検査されるイベントの属性（宛先番号や送信元隣接な
ど）を定義します。

• この属性は、テーブル内のすべてのエントリの照合値と比較されます。この結果、厳密に 1 つのエ
ントリがイベントに一致するか、またはどのエントリもイベントに一致しません。

• エントリがイベントに一致する場合、そのエントリに関連付けられたアクションが実行されます。
アクションが実行された後、エントリに次のテーブルの名前が含まれている場合、そのテーブルが
処理されます。次のテーブルがない場合、ポリシー計算が完了し、ポリシーのこの段階での処理は
終了します。

• イベントに一致するエントリがない場合、ポリシー計算が完了し、ポリシーのこの段階での処理は
終了します。

ポリシーの選択

Cisco IOS Release 3.2S から、SBC には複数のアクティブな設定セットを指定できるようになりまし
た。ただし、管理ドメインを使用することにより、送信元と宛先の隣接に基づき、メッセージの着信番
号分析、ルーティング、CAC、および発信番号分析に異なるポリシー セットを選択できます。図 3 で
は、ポリシー セットを使用した呼処理の流れを説明します。
特定の管理ドメインに使用するポリシー セットは、管理ドメイン モードで定義します。管理ドメイン
モードで指定されたコール ポリシー セットが優先されます。1 つの隣接に複数の管理ドメインを指定
できるため、プライオリティが必要です。SBC は、プライオリティが最も高いポリシー セットを使用
します。
ポリシー セットは、complete 状態でなければ管理ドメインに割り当てることはできません。デフォル
トのコール ポリシー セットは、管理ドメイン モードを開始する前に設定する必要があります。着信
NA セット、ルーティング セット、または発信 NA セットが未定義の場合、管理ドメインは、デフォル
「管理ド
トのコール ポリシー セット内に定義された値を使用します。管理ドメインの詳細については、
メイン」（P.159）を参照してください。
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図 3

ポリシー セットを使用した呼処理の流れ

㏦ಙඖ admin-domain ࡢ㑅ᢥ
࣋ࣥࢺ
ཷಙ
࣮ࣝࢸࣥࢢ ࣏ࣜࢩ࣮ࡢྲྀᚓ

㏦ಙඖ admin-domains ࡢ㑅ᢥ

㏦ಙඖ admin-domain ࡢ㑅ᢥ
࣮ࣝࢸࣥࢢ ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㐺⏝
ࣥࣂࣥࢻ NA ࣏ࣜࢩ࣮ࡢྲྀᚓ
ᐄඛ admin-domain ࡢ㑅ᢥ
ࣥࣂࣥࢻ NA ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㐺⏝

ᐄඛ admin-domains ࡢ㑅ᢥ

CAC ࣏ࣜࢩ࣮ࡢྲྀᚓ

CAC ࣏ࣜࢩ࣮ࢆࡍ࡚㐺⏝

࢘ࢺࣂࣥࢻ NA ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㐺⏝

࣋ࣥࢺ㏦ಙ
281693

࢘ࢺࣂࣥࢻ NA ࣏ࣜࢩ࣮ࡢྲྀᚓ

コール ポリシー
隣接に管理ドメインが指定されていない場合、シグナリング イベントはデフォルトのコール ポリシー
セットに割り当てられます。
ただし、着信隣接と発信隣接のそれぞれに設定された管理ドメインに基づき、着信番号分析と発信番号
分析に異なるテーブル セットを使用できます。隣接単位で異なるルーティング ポリシー セットを設定
することもできます。
着信隣接に複数の管理ドメインが関連付けられている場合、SBC はプライオリティが最も高いポリ
シー セットを使用します。同じプライオリティの 2 つのルーティング ポリシー セット、同じプライオ
リティの 2 つの着信 NA ポリシー セット、または同じプライオリティの 2 つの発信 NA ポリシー セッ
トを設定することはできません。SBC は、エラーをログに記録しますが、インデックス値が最も大き
いポリシーを使用します。
隣接が管理ドメイン モードで表示されない管理ドメインを表示する場合、隣接はグローバル ポリシー
のプライオリティを使用します。隣接が未定義の管理ドメインを参照する場合、SBC は設定警告をロ
グに記録します。

CAC ポリシー
すべてのイベントが送信元と宛先の管理ドメインとグローバル CAC ポリシーで示された適切な CAC
ポリシーによって制限されます。
ユーザは、着信隣接と発信隣接の両方に設定されている管理ドメインごとに異なるテーブルのセットを
使用して CAC ポリシーを設定できます。管理ドメインで CAC ポリシー セットを指定する必要はあり
ません。
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ポリシー テーブルの例
次の例は、特定のイベントにおいてポリシーの特定の段階でポリシー テーブルが解析される場合のコ
ントロール フローを示しています。この例のイベントは、送信元アカウントから受信した、宛先番号
129 を持つ新しいコールです。ここで取り上げるポリシーの段階は、ルーティングです。
この例は、説明だけを目的としています。ルーティング テーブルの詳細については、「ルーティング」
を参照してください。
図 4 に、関連するルーティング テーブルを示します。
図 4

ポリシー テーブルの例

sbc sbe first-routing-table
RtgAnalyzeSourceAccount

sbc sbe routing-policy-table RtgAnalyzeSourceAccount
match src-account

アクション

次のテーブル

csi

ߥߒ

RtgAnalyzeDestCSINumber

pepsi

ߥߒ

RtgAnalyzeDestPepsiNumber

coca-cola ߥߒ

sbc sbe routing-policy-table RtgAnalyzeDestCSINumber
match dest-number

一致

アクション

次のテーブル

1xx

dst-adjacency
csi-chester

ߥߒ

[2-5]xx

dst-adjacency
csi-enfield

ߥߒ

61xx

dst-adjacency
csi-alameda

ߥߒ

7xx

dst-adjacency
csi-reston

ߥߒ

8xx

dst-adjacency
csi-edinburgh

ߥߒ

RtgAnalyzeDestCokeNumber

149596

一致

ポリシー計算は、ルーティング段階で最初に使用するポリシー テーブルを検索することにより開始し
ます。このテーブルは RtgAnalyzeSourceAccount という名前です。このテーブルは、次のように処理
されます。

• テーブルの照合タイプは src-account であるため、新しいコール イベントの送信元アカウントが、
このテーブル内の各エントリと比較されます。

• この新しいコール イベントは、csi というテーブル エントリに一致します。このエントリに関連付
けられているアクションはありませんが、エントリは RtgAnalyzeDestCSINumber という名前の次
のテーブルを示しています。
次に、コントロール フローは、RtgAnalyzeDestCSINumber という名前のテーブルに移行します。この
テーブルは、次のように処理されます。

• テーブルの照合タイプは dst-number であるため、新しいコール イベントの宛先番号が、このテー
ブル内の各エントリと比較されます。

• この新しいコール イベントは、1xx というテーブル エントリに一致します。このエントリに関連
付けられているアクションが実行されます。つまり、新しいコール イベントの宛先隣接が

csi-chester に設定されます。
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• このエントリは次のテーブルを示していないため、ルーティング段階でのポリシー計算は終了しま
す。
ここでは、新しいコールのルーティングが成功した例を示しています。結果が成功となったのは、ポリ
シー計算が終了する前に新しいコールの宛先隣接が選択されたからです。ルーティング ポリシー テー
ブルによってコールの宛先隣接が割り当てられることなくルーティング ポリシー計算が終了すると、
新しいコールのルーティング結果が不成功となる可能性も十分に考えられます。たとえば、上記のルー
ティング ポリシーでは、送信元アカウントが csi で、宛先番号が 911 の新しいコールのルーティングは
成功しません。
この例では、計算中に中継される各テーブルから 1 つのエントリが選択されています。一般的に、任意
のポリシー テーブル内の 1 つのエントリは、ポリシーが適用されるイベントに一致します。複数のエ
ントリがイベントに一致する場合、最も一致するエントリが選択されます。

番号分析ポリシー
次の番号分析（NA）ポリシーは、NA テーブル内で設定され、新しいコールに同時に適用されます。
これらのポリシーについて次に詳しく説明します。

• 番号検証
• 番号カテゴリ化
• ディジット操作
• テキスト アドレス
• 発信番号分析

番号検証
番号検証は、番号分析ポリシー テーブルを中継するプロセスの基盤です。NA テーブルが中継され、検
査した最後のエントリに accept アクションが含まれている場合、番号は有効です。NA テーブルが中
継され、検査した最後のエントリに reject アクションが含まれている場合、番号は有効ではありませ
ん。NA テーブルを処理する任意の段階で、一致するエントリのないテーブルが発生した場合も、番号
は有効ではありません。
番号分析テーブルは、次のいずれかのタイプに分類されます。

• dst-number：このタイプのテーブルには、照合値が宛先の完全な番号を表すエントリが含まれま
す。このようなテーブルでは、着信ディジット ストリング全体がエントリの照合値に正確に一致
する場合、エントリがイベントに一致します。

• dst-prefix：このタイプのテーブルには、照合値が宛先の番号プレフィクスを表すエントリが含ま
れます。このようなテーブルでは、着信ディジット ストリングのサブセット（着信ディジット ス
トリングの先頭部分から抽出された連続するディジットからなるサブセット）が、エントリの照合
値に正確に一致する場合、エントリがイベントに一致します。

• src-number：このタイプのテーブルには、照合値が送信元の完全な番号を表すエントリが含まれ
ます。このようなテーブルでは、送信元ディジット ストリング全体がエントリの照合値に正確に
一致する場合、エントリがイベントに一致します。

• src-prefix：このタイプのテーブルには、照合値が送信元の番号プレフィクスを表すエントリが含
まれます。このようなテーブルでは、送信元ディジット ストリングのサブセット（送信元ディ
ジット ストリングの先頭部分から抽出された連続するディジットからなるサブセット）が、エン
トリの照合値に正確に一致する場合、エントリがイベントに一致します。
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• src-account：このタイプのテーブルでは、アカウントの名前がエントリの照合値です。このよう
なテーブルでは、イベントの送信元アカウントの名前がエントリの照合値に正確に一致する場合、
エントリがイベントに一致します。

• src-adjacency：このタイプのテーブルでは、隣接の名前がエントリの照合値です。このような
テーブルでは、イベントの送信元隣接の名前がエントリの照合値に正確に一致する場合、エントリ
がイベントに一致します。

• carrier-id：このタイプのテーブルには、キャリア ID と照合するエントリが含まれています。
ディジットと照合する NA テーブル
宛先番号または宛先番号プレフィクスで照合する NA テーブル エントリの照合値の形式は、着信ディ
ジットのストリングを表す、形式が限定された正規表現のストリングです。表 1 に、使用する構文を
示します。

表 1

ディジットと照合する NA テーブルに使用される構文

構文要
素

説明

X

0 ～ 9 の任意の数値。

()

カッコ内のディジットはオプションです。たとえば、(0)XXXX は、0XXXX と XXXX を
表します。

[]

角カッコ内のディジットのいずれかが使用されます。たとえば、[01]XXX は、0XXX と
1XXX を表します。値の範囲を角カッコ内で表すことができます。たとえば、
[013-5]XXX は、0XXX、1XXX、3XXX、4XXX および 5XXX を表します。

*

電話の * キー。

#

電話の # キー。

-

ディジットの区切り文字

,

ディジットの区切り文字

a-f/A-F

16 進数

このようなテーブルでは、テーブル内の複数のエントリが特定のディジット ストリングに一致する可
能性が常に存在します。たとえば、1xx と 12x に一致するエントリは、どちらもディジット ストリン
グ 129 に一致します。ただし、各テーブルから選択できるエントリは 1 つだけのため、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、次に示す順序でルールを適用することにより、最も一致するエント
リを選択します。
ステップ 1

明示的な最長一致を選択します。

NA テーブルが dst-prefix タイプの場合、複数のエントリが明示的な番号（X の文字または [ ] の構造を
含まない番号）を指定し、イベントの着信番号に一致する可能性があります。この場合、最も長い番号
を持つエントリが優先されます。
たとえば、着信番号が 011 で始まり、番号検証テーブルが dst-prefix タイプで、番号 01 および 011 を
持つ 2 つの一致するエントリがあるとします。番号 011 を持つエントリの方が番号が長いため、このエ
ントリが優先されます。
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ステップ 2

明示的な一致がない場合、ワイルドカードの最長の一致を選択します。
テーブルにイベントの着信番号に一致する明示的なエントリが含まれていない場合、一致する最長のワ
イルドカード エントリが優先されます。

ステップ 3

同じ長さのワイルドカードが複数一致する場合、最も明示的な一致を選択します。
たとえば、着信番号が 01234567890、NA テーブルが dst-number タイプで、0123XXXXXXX と
0123456XXXX の照合値を持つ 2 つのエントリが一致するとします。1 つめのエントリでは、5 番めの
ディジットがワイルドカードで、2 つめのエントリでは、8 番めのディジットがワイルドカードです。
そのため、2 つめのエントリが優先されます。
同じ番号を着信し、別の NA テーブルに一致するエントリ [01]234XXXXXXX および
0XXXXXXXXXX がある場合、1 つめのエントリの最初のディジットがワイルドカードであるため、2
つめのエントリが優先されます。

番号カテゴリ化
NA の処理中、イベントをユーザ定義のカテゴリに分類することができます。これは、NA テーブルの
エントリでカテゴリ化のアクションを指定することにより実行されます。カテゴリは、アドミッション
コントロール ポリシー段階の後半で参照される可能性があるため、便利です。
イベントに関連付けることができるカテゴリは 1 つだけです。NA テーブルの処理中、カテゴリがイベ
ントに複数回割り当てられた場合、最後に割り当てられたカテゴリが使用されます。カテゴリがイベン
トに割り当てられると、そのカテゴリは削除できず、他のカテゴリに交換しなければなりません。

ディジット操作
番号分析（NA）が実行されている間、多くの場合、番号を正規化する必要があります。つまり、特定
の組織またはサービス プロバイダーにより使用されている内部形式から、インターネットおよび
PSTN でグローバルに認識される標準形式に変換する必要があります。
これは、NA テーブルのエントリで、次の 1 つ以上のアクションを指定することにより実行されます。

• del-prefix N：着信ディジット ストリングから先頭の n 個のディジットを削除するか、またはスト
リング全体を削除します（長さが n 個以下のディジットの場合）。
• del-suffix n：着信ディジット ストリングから最後の n 個のディジットを削除するか、またはストリ
ング全体を削除します（長さが n 個以下のディジットの場合）。
• add-prefix digit string：特定のディジット ストリングを着信ディジット ストリングの先頭に追加し
ます。

• replace digit string：着信ディジット ストリング全体を特定のディジット ストリングに置換しま
す。

テキスト アドレス
Cisco IOS XE Release 3.2S から、NA はテキスト ユーザ名とディジットの照合をサポートします。
テーブル名の na-src-number-table が na-src-address-table に、na-dst-number-table が
na-dst-address-table に、na-dst-number-attr-table が na-carrier-id-table にそれぞれ変更されました。
テキスト アドレスと一致させるために、既存の照合番号が照合アドレスに変更されます。

match-address コマンドには、サフィックスとして digits または regex を含めることができます。
番号分析では、次の一致基準タイプを定義できます。

• ディジット一致では、特殊なディジット regex を使用して着信ディジット ストリングを照合しま
す。
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• regex 一致は、テキスト ユーザ名だけに適用可能であり、基本的な正規表現（BRE）構文を提供し
ます。

（注）

着信ディジットと regex の比較が可能です。固定ストリングを比較するためには、regex メタ文字なし
の regex を使用する必要があります。

発信番号分析
発信番号分析により、送信元および宛先の番号を標準形式から宛先管理ドメインに適した形式に設定で
きます。発信番号分析の設定は、送信元管理ドメイン形式から標準形式に変換される着信番号分析の設
定と似ています。
発信番号分析は、ルーティングが成功した後で自動的に行われます。発信番号分析は、宛先管理ドメイ
ンで call-policy-set outbound-na コマンドを使用して処理されます。

ルーティング
ここでは、ルーティング ポリシーの次の点について説明します。

• ルーティング テーブルと隣接
• 番号操作
• ハンティング
• 正規表現ベースのルーティング

ルーティング テーブルと隣接
ここでは、ルーティング テーブルを Cisco Unified Border Element（SP Edition）に設定する方法につ
いて説明します。
ポリシーベース ルーティング段階での入力は、次のとおりです。

• NA 後の着信ディジット ストリングであるイベント宛先番号（当初の着信ディジット ストリング
から修正された可能性がある）。この入力は、イベントが新しいコールである場合だけ存在します。

• イベントの送信元番号。この入力は、イベントが新しいコールである場合だけ存在します。
• イベントの送信元隣接。
• イベントの送信元アカウント。
ルーティング ポリシー テーブルは、これらの入力の一部またはすべてを検査し、次のいずれかの出力
を生成します。

• 1 つの宛先隣接。
• ロード バランシングで使用される隣接のグループ。以前このグループ内の隣接に送信された負荷
に応じて、これらのいずれかの隣接が選択されます。
ルーティング テーブルは、次のいずれかのタイプです。

• dst-address：このタイプのテーブルには、着信番号（番号分析後）と照合するエントリが含まれ
ています。これらの値は、完全な番号または番号プレフィクスです（prefix パラメータの有無によ
る）。prefix パラメータがない場合、着信ディジット ストリングがエントリの照合値に正確に一致
すると、エントリがイベントに一致します。prefix パラメータがある場合、着信ディジット ストリ
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ングのサブセット（着信ディジット ストリングの先頭部分から抽出された連続するディジットか
らなるサブセット）が、エントリの照合値に正確に一致する場合、エントリがイベントに一致しま
す。
ルーティング アクションは、リテラル テキスト ストリングではなく、正規表現を使用して、テキ
スト ユーザ名にも一致します。ルーティング アクションは、正規表現が少なくともアドレスの一
部に一致する場合に一致すると見なされます。

• src-address：このタイプのテーブルには、ダイヤラの番号または SIP ユーザ名と照合するエント
リが含まれます。これらの値は、完全な番号または番号プレフィクスです（prefix パラメータの有
無による）。prefix パラメータがない場合、発番号を表すディジット ストリング全体がエントリの
照合値に正確に一致すると、エントリがイベントに一致します。prefix パラメータがある場合、発
番号を表すディジット ストリングのサブセット（このストリングの先頭部分から抽出された連続
するディジットからなるサブセット）が、エントリの照合値に正確に一致する場合、エントリがイ
ベントに一致します。
ルーティング アクションは、リテラル テキスト ストリングではなく、正規表現を使用して、テキ
スト ユーザ名にも一致します。ルーティング アクションは、正規表現が少なくともアドレスの一
部に一致する場合に一致すると見なされます。

• src-account：このタイプのテーブルには、アカウントの名前と照合するエントリが含まれていま
す。このようなテーブルでは、イベントの送信元アカウントの名前がエントリの照合値に正確に一
致する場合、エントリがイベントに一致します。

• src-adjacency：このタイプのテーブルには、隣接の名前と照合するエントリが含まれています。
このようなテーブルでは、イベントの送信元隣接の名前がエントリの照合値に正確に一致する場
合、エントリがイベントに一致します。

• src-domain：このタイプのテーブルには、送信元のドメイン名と照合するエントリが含まれてい
ます。
ルーティング アクションは、範囲が限定された正規表現照合ではなく、完全な正規表現を使用し
て、ドメイン名と一致します。ルーティング アクションは、正規表現が少なくともドメインの一
部に一致する場合に一致すると見なされます。

• dst-domain：このタイプのテーブルには、宛先のドメイン名と照合するエントリが含まれていま
す。
ルーティング アクションは、範囲が限定された正規表現照合ではなく、完全な正規表現を使用し
て、ドメイン名と一致します。ルーティング アクションは、正規表現が少なくともドメインの一
部に一致する場合に一致すると見なされます。

• carrier-id：このタイプのテーブルには、キャリア ID と照合するエントリが含まれています。
• round-robin-table：ルーティング テーブル内のエントリがイベントに一致し、next-table アク
ションでラウンドロビン隣接関係テーブルが指定されている場合、イベントに対して隣接のグルー
プが選択されます。ラウンドロビン隣接関係テーブルは、特殊なタイプのポリシー テーブルで、
そのイベントには、match-value パラメータも next-table アクションもありません。アクションは、
宛先隣接の設定およびディジット操作の実行に限定されています。

• category：このタイプのテーブルには、番号分析中にコールに割り当てられたカテゴリと照合する
エントリが含まれています。カテゴリは、番号分析中に割り当てます。

• time：このタイプのテーブルには、ユーザ設定の時間と照合するエントリが含まれています。これ
らのエントリには、重複する照合期間を含めることができます。期間は、年、月、日、曜日、時、
分単位で指定できます。

• least-cost：このタイプのテーブルには、エントリのユーザ設定の優先順位（コスト）と照合する
エントリが含まれています。等コストのエントリが複数ある場合、エントリは、ユーザ設定の重み
に基づいて、または各ルートのアクティブ コール数に基づいて選択されます。ルーティングが失
敗すると、次に最も低いコストの隣接が選択されます。
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• src-trunk-group-id：このタイプのテーブルには、送信元 TGID、またはコール ルーティングを実
行する TGID コンテキスト パラメータおよびアクション タイプと照合するエントリが含まれてい
ます。

• dst-trunk-group-id：このタイプのテーブルには、宛先 TGID、またはコール ルーティングを実行
する TGID コンテキスト パラメータおよびアクション タイプと照合するエントリが含まれていま
す。
「ディジットと照合する NA テーブル」（P.117）に示されているルールは、タイプが dst-number、
dst-prefix、src-number および src-prefix のルーティング テーブルのエントリの match-values の形式お
よび照合ルールに適用されます。

番号操作
番号操作機能により、宛先隣接が選択された後に着信番号に対して実行するさまざまな番号操作を指定
できます。番号操作は、ルーティング ポリシーとして設定できます。
この機能拡張により、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はコールの当初の着信番号と編集し
た着信番号の両方を表示できるため、課金機能に影響を及ぼします。次に例を示します。
<party ty”e="o”ig" pho”e="01234567890”/>
<party ty”e="t”rm" pho”e="23456789”31" editphone=”1111111111111”/>

（注）

上記の例の電話番号は架空の番号です。
番号操作機能では、ルーティング ポリシー エントリで編集アクションを許可する必要があります。編
集アクションは、番号分析テーブルの編集アクションと同じパラメータを使用し、着信ストリングの先
頭または終わりからいくつかの文字を削除したり、ストリングの先頭にディジットを追加したり、スト
リング全体を他のストリングに交換したりすることができます。たとえば、次のテーブルが一致したと
します。
call-policy-set 1
rtg-src-adjacency-table table1
entry 1
match SipAdj1
edit del-prefix 3
dst-adjacency SipAdj2
action complete
end
end

この場合、着信ストリングでは、ディジットの先頭 3 文字が削除されます。
番号分析の段階で、次のようにカテゴリを指定できます。
call-policy-set 1
first-inbound-na-table check-accounts
na-src-account-table check_accounts
entry 1
match-account hotel_foo
action next-table hotel_dialing_plan
entry 2
match-account hotel_bar
action next-table hotel_dialing_plan
entry 3
match-account internal
action accept
na-dst-prefix-table hotel_dialing_plan
entry 1
match-prefix XXX
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category internal
action accept
entry 2
match-prefix 9XXX
category external
action accept

コールは、ルーティングの後半で、割り当てられたカテゴリに基づいてルーティングされます。
call-policy-set 1
first-call-routing-table start_routing
rtg-category-table start_routing
entry 1
match-category internal
action next-table internal_routing
entry 2
match-category external
action next-table external_routing
rtg-src-adjacency-table internal_routing
entry 1
match-adjacency sip_from_foo
dst-adjacency sip_to_foo
action complete
entry 2
match-adjacency sip_from_bar
dst-adjacency sip_to_bar
action complete
rt-dst-address-table external_routing
entry 1
match-address 208111
prefix
dst-adjacency sip_to_foo
action complete
entry 2
match-address 208222
prefix
dst-adjacency sip_to_bar
action complete
entry 3
match-address 208333
prefix
dst-adjacency sip_to_softswitch
action complete

（注）

コールのカテゴリは、ルーティング テーブルでは変更できません。カテゴリは、番号分析中にだけ割
り当てられます。
宛先隣接の選択後にダイヤルまたは着信番号で実行する、さまざまな番号操作を指定することもできま
す。
次に、「SipAdj1」隣接に着信し「SipAdj2」を宛先とするすべてのコールに対して、プレフィクス
「123」を送信元番号に追加する例を示します。
call-policy-set 1
rtg-src-adjacency-table table1
entry 1
match SipAdj1
edit-src add-prefix 123
dst-adjacency SipAdj2
action complete
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ハンティング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、障害が発生した場合に他のルートまたは宛先隣接をハ
ントすることができます。ハンティングとは、ルートを再試行することを意味します。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、SIP および H.323 コールのハンティングをサポートします。ハン
ティングは、ルーティング ポリシーとして設定できます。
次のような障害が発生する可能性があります。

• CAC ポリシーがコールの許可を拒否する。

CAC ポリシーがコールを拒否する場合、SBC は、自動的に、Routing Policy Service（RPS; ルー
ティング ポリシー サービス）を使用してコールの再ルーティングを試みます。RPS は、RPS で設
定されたポリシーを使用して、シグナリング要求のルーティング先を決定します。その後、コール
は CAC ポリシーで再びテストされます。

• ルーティング ポリシー サービスがコールをルーティングできない。
• コール設定の障害が SIP または H.323 経由で受信される。

SBC が SIP または H.323 からコール設定の障害通知を受信すると、エラー コードに基づいて、
コールのルーティングを再試行するかどうかが通知されます。
SIP または H.323 隣接がコールのルーティングを再試行し、失敗すると、エラー コードを受信します。
ハンティングまたは再ルーティングをトリガーするエラー コードを設定できます。
• 隣接が受信したエラー コードがこのリストのエントリと一致する場合、コールのルーティングを
再試行する RPS が送信されます。ルーティングは、試行回数が SBC によりルーティングの最大再
試行回数として設定されている制限を超えるまで再試行されます。この試行回数はデフォルトで 3
回です。

• 隣接が受信したエラー コードがこのリストのエントリと一致しない場合、コールのルーティング
を再試行しない RPS が送信されます。

SIP と H.323 の両方のコールに対し、sip hunting-trigger error-codes または hunting-trigger
error-codes コマンドを使用して、特定の隣接のハンティングまたは再ルーティングをトリガーするエ
ラー コードまたはエラー戻りコードのリストを設定できます。
また、グローバル H.323 コンフィギュレーション モードで hunting-trigger コマンドを使用して、
H.323 エラー コードのリストをグローバル レベルで設定することもできます。

SIP エラー コードは、数値エラー コードです。H.323 エラー コードは、テキストです。詳細について
は、「ハンティングをトリガーする設定可能なエラー コード」の表を参照してください。
ハンティングは、次のいずれかの条件が満たされると終了します。

• コールが正常にルーティングされた。
• SBC が、ハンティングを継続しないことを示すコール設定障害通知を受信した。この場合、コー
ルは失敗します。

• SBC が指定回数のルーティングを再試行したが、コールが正常にルーティングされなかった。こ
の場合、コールは失敗します。

• SBC が可能なすべての隣接でルーティングを試行したが、コールが正常にルーティングされな
かった。この場合、コールは失敗します。

H.323 ハンティングでは、代替エンドポイントおよび multiARQ ハンティングの追加ハンティング
モードを使用できます。「H.323 コール ルーティング機能」（P.126）を参照してください。
SIP および H.323 ハンティングについては、「ハンティングの設定」（P.209）を参照してください。
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表 2 に、SIP または H.323 コールのハンティングをトリガーするように設定できる、サポートされてい
るエラー コードを示します。
表 2

ハンティングをトリガーする設定可能なエラー コード

サポートされている SIP エラー コード

サポートされている H.323 エラー コード

400 - Bad Request

unreachableDestination

401 - Unauthorized

noPermission

402 - Payment Required

noBandwidth

403 - Forbidden

destinationRejection

404 - Not Found

gatewayResources

405 - Method Not Allowed

badFormatAddress

406 - Not Acceptable

securityDenied

407 - Proxy Authentication Required

内部定義された値「connectFailed」

408 - Request Timeout

—

409 - Conflict

—

410 - Gone

—

411 - Length Required

—

413 - Request Entity Too Large

—

414 - Request URI Too Long

—

415 - Unsupported Media Type

—

416 - Unsupported URI Scheme

—

420 - Bad Extension

—

421 - Extension Required

—

423 - Interval Too Brief

—

480 - Temporarily Unavailable

—

481 - Call/Transaction Does Not Exist

—

482 - Loop Detected

—

483 - Too Many Hops

—

484 - Address Incomplete

—

485 - Ambiguous

—

486 - Busy Here

—

487 - Request Terminated

—

488 - Not Acceptable Here

—

491 - Request Pending

—

493 - Undecipherable

—

500 - Server Internal Error

—

501 - Not Implemented

—

502 - Bad Gateway

—

503 - Service Unavailable

—

504 - Server Time-Out

—

505 - Version Not Supported

—
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表 2

ハンティングをトリガーする設定可能なエラー コード （続き）

サポートされている SIP エラー コード

サポートされている H.323 エラー コード

513 - Message Too Large

—

600 - Busy Everywhere

—

603 - Declined

—

604 - Does Not Exist Anywhere

—

605 - Not Acceptable

—

正規表現ベースのルーティング
正規表現ベースのルーティングでは、ユーザ名、あるいは送信元または宛先 SIP URI のドメイン部を
照合する正規表現によりルーティング ルールを設定できます。
ルーティング アクションは、「regex」キーワードが使用されるリテラル テキスト ストリングではな
く、正規表現を使用して、テキスト ユーザ名に一致します。ルーティング アクションは、正規表現が
少なくともアドレスの一部に一致する場合に一致すると見なされます。
表 3 に、サポートされている regrex 文字の Basic Regular Expression（BRE）実装を示します。
表 3

BRE 実装

メタ文字

説明

.

任意の単一文字と一致します。POSIX 角カッコ表現内では、ドット文字は
リテラルのドットと一致します。たとえば、a.c は「abc」などに一致しま
すが、[a.c] は「a」、「.」または「c」だけに一致します。

[]

角カッコ表現。角カッコ内に含まれる 1 文字に一致します。たとえば、
[abc] は、「a」、「b」または「c」に一致します。[a-z] は、「a」から「z」ま
での任意の小文字に一致する範囲を指定します。- 文字は、[abc-]、[-abc]
または [a\-bc] のように、角カッコ内の末尾または先頭の文字である場合、
あるいはバックスラッシュによりエスケープされている場合、リテラル文
字として処理されます。

[^ ]

角カッコに含まれていない単一文字と一致します。たとえば、[^abc] は
「a」、「b」または「c」以外の任意の文字に一致します。[^a-z] は、小文字
の「a」から「z」以外の任意の 1 文字に一致します。上記のように、リテ
ラル文字および範囲を混合することができます。

^

ストリングの開始位置に一致します。

$

ストリングの終了位置に一致します。

\( \)

マーク付きサブ表現を定義します。括弧内のストリングは、後で呼び戻す
ことができます（次のエントリ \n を参照）。

\n

n 番めのマーク付きサブ表現の文字と一致します。ここで、n は 1 ～ 9 の
ディジットです。この構造は、理論的には不規則なため POSIX ERE 構文
では採用されていませんでした。ツールによっては、9 を超える範囲を指
定できます。

*

先行する要素の 0 回以上の繰り返しに一致します。

\{m,n\}

先行する要素の m 回以上、n 回以下の繰り返しに一致します。たとえば、
a\{3,5\} は、「aaa」、「aaaa」および「aaaaa」だけに一致します。
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rtg-src-address および rtg-dst-address テーブルには、着信番号（番号分析後）と照合するエントリが含
まれています。実行時に、Request-URI が処理されると、ユーザ名が解析され、「テキスト」と「着信
ディジット」のどちらと見なすかが判断されます。ユーザ名は最初に着信ディジット ストリングと見
なされ、着信ディジット文字以外の文字が検出された場合だけ、ユーザ名がテキストと見なされます。
このタイプでは、このタイプに一致するポリシー エントリだけが評価されます。
rtg-src-address または rtg-dst-address テーブルで照合するポリシー エントリを設定する場合、ポリ
シー エントリが確実に評価されるように、照合アドレスを正しく設定してください。設定を支援する
ため、照合アドレスのタイプは、明示的に設定されていない場合でも自動的に評価および設定されま
す。
次のいずれかのタイプを明示的に設定できます。

match-address address [digits]（限定されたディジット ストリング regex）
match-address address [string]（テキスト ユーザ名限定のストリング（テキスト）比較）
match-address address [regex]（ストリング（テキスト）ユーザ名限定の正規表現）
例：
有効なエントリ：
match-address (0)1234[56] digits
match-address username string
match-address [Uu]sername regex

無効なエントリ：
match-address 1234 string (cannot perform a string match on dialed digits)
match-address 1234 regex (cannot perform a regex match on dialed-digits)
match-address [abc] regex (abc are valid dialed digits and #, * and d are also valid
dialed digits)

この場合、エントリは設定時に評価され、タイプおよび照合アドレスで不一致が認められた場合エラー
レスポンスが生成されます。

H.323 コール ルーティング機能
H.323 コールにも適用される「ルーティング」（P.119）で説明されている機能の他、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、さまざまな H.323 固有のコール ルーティング機能をサポートしま
す。
次に、H.323 コール ルーティング機能を示します。

• 「H.323 ハンティング」（P.127）
• 「ルーティング ポリシーでのネクスト ホップの選択」（P.128）
• 「H.323 アドレス指定のサポート」（P.128）
• 「DNS 名前解決」（P.128）
• 「番号の検証と編集」（P.128）
• 「ロード バランシング」（P.129）
• 「VPN 間コール」（P.129）
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H.323 ハンティング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、H.323 コールのハンティングをサポートします。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、障害が発生した場合に他のルートまたは宛先隣接をハ
ントします。ハンティングは、特定のユーザ設定のイベントまたはエラー コードに対応してコールを
再ルーティングします。

H.323 ハンティングまたは再ルーティングは、隣接がゲートキーパーまたは非ゲートキーパー隣接であ
るかによって、次のように機能します。
• ゲートキーパー隣接の場合、SBC は、ゲートキーパーからの入力に基づいて、可能性のあるシグ
ナリング ネクスト ホップのリストを時間できます。代替エンドポイントおよび MultiARQ は、
ゲートキーパーが SBC にこのリストを提供できるようにする 2 つの方法です。

H.323 にコールの代替エンドポイントのリストがある場合、H.323 は、ルーティング障害を RPS
に報告する前に、これらの各エンドポイントを順々に試行します。

MultiARQ については、「MultiARQ ハンティング」を参照してください。
• 非ゲートキーパー隣接の場合、またはゲートキーパー隣接のすべてのネクスト ホップが使用され
ている場合、SBC は、「ハント グループ」（特にラウンドロビン テーブルまたは最低コスト ルー
ティング テーブル）の別の隣接にコールを再ルーティングできます。ルーティング テーブルの詳
細については、「ルーティング テーブルと隣接」（P.119）を参照してください。

MultiARQ ハンティング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、他のルートまたは宛先隣接のハンティングの非標準
H.323 メカニズムをサポートします。このメカニズムは、1 つのコールに対してゲートキーパーに複数
の Admission Request（ARQ; 許可要求）を発行します。
SBC は、着信コールがゲートキーパー隣接で受信された場合、またはゲートキーパー隣接からコール
を発信する必要がある場合に許可要求（ARQ）を送信します。発信コールの場合、ゲートキーパーは、
SBC が処理するエンドポイントのシグナリング アドレスを返します。
MultiARQ ハンティングは、次のように機能します。
• H.323 エンドポイントは、アウトバウンド コール レッグの確立の一環として、ゲートキーパーに
ARQ を送信します。
• ゲートキーパーは他のネットワーク エンティティと通信し、1 つ以上の使用可能なエンドポイント
を識別します。

• ゲートキーパーは、1 つの destinationInfo を含み、alternateEndpoint を含まない
admissionConfirm（ACF; 許可確認）を返します。
• H.323 エンドポイントは、ACF で識別されたエンドポイントとの通信を試みます。エンドポイン
トがコールを拒否するか、またはエンドポイントが到達不能になります。

MultiARQ ハンティングは、次のいずれかの条件が満たされるまで継続されます。
• エンドポイントと通信し、コールが終了する。
• ゲートキーパーの ARQ 再試行が必要だが、許可されている再試行 ARQ 数に対するハード コード
の制限に達した。この制限は、h323cust.h のカスタマイズ可能な定数で、現在 32 に設定されてい
ます。

• ゲートキーパーが適切なエンドポイント ID がこれ以上ないことを意味する admissionReject を返
す。

• エンドポイントがハンティング トリガーとして設定されていない rejectReason を返す。
• エンドポイントと通信できず、connectFailed がハンティング トリガーとして設定されていない。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

127

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装について

MultiARQ ハンティングの設定については、「H.323 MultiARQ ハンティングの設定」（P.214）を参照
してください。

ルーティング ポリシーでのネクスト ホップの選択
着信 H.323 コールを受信すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ルーティングを実
行しコールのネクスト ホップを決定します。

SBC ポリシーは、コールを次のいずれかにルーティングできます。
• シグナリング ピア（ゲートウェイなど）
• 発信ゲートキーパー
ゲートキーパーが使用される場合、ゲートキーパーには、ネクスト ホップ アドレスに対して着番
号を解決する必要があります。

SBC 設定では、ルーティング ネクスト ホップは、隣接名で識別されます。隣接は、ネクスト ホップ
ゲートウェイまたはゲートキーパーのアドレスで設定されます。

H.323 アドレス指定のサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）を介するすべての H.323 コールは、着番号を指定する必
要があります。着番号は、オプションで Q.931 calledPartyNumber または H.225 destinationAddress で
提供できます。前者が優先されます。着番号がこれらのいずれのフィールドにも存在しない場合、
SBC はそのコールを拒否します。
また、着番号は、オプションで Q.931 connectedNumber または H.225 connectedAddress で提供できま
す。前者が優先されます。接続番号は、コール セットアップ中にコールが再送信された、または送信
先番号が途中で編集されたためにコールが接続を終了したパーティを示します。

H.323 エンドポイントが Q.931/H.225 メッセージを送信する場合、着番号と発番号は、H.225 フィー
ルドではなく、常に Q.931 フィールドに設定されます。

DNS 名前解決
ドメイン ネーム サーバ（DNS）名前解決では、隣接設定で IP アドレスの代わりに、ドメイン名を使用
できます。ゲートキーパーおよび非ゲートキーパーの両方の隣接を DNS 名で設定できます。
隣接設定で DNS 名を使用する場合、コールがその隣接を介してルーティングされるたびに、名前が解
決されます。このプロセスにより、DNS ベースのロード バランシングが可能になります。

番号の検証と編集
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、番号検証設定を介して、着番号および発番号の検
証、編集、カテゴリ化を実行できます。
これは、送信元または宛先の電話番号またはテキスト ユーザ名の比較や編集に使用できます。このプ
ロセスは、番号分析（NA）と呼ばれます。番号分析（NA）は、送信元または宛先の番号のセットや
送信元または宛先のテキスト アドレスのセットが有効なアドレスを表すかどうかを（番号検証、番号
カテゴリ化、または番号操作に基づいて）判定します。これは、有効なアドレスの 1 つ以上のテーブル
を設定し、テーブルのルールを編集して行います。ディジット ストリングの一致は制限された形式の
特殊な正規表現構文を使用し、テキスト アドレスの一致は基本的な正規表現構文に基づいて行われま
す。いずれの場合も、アドレスの全体または一部を照合できます。

NA は、コール ポリシー セット内の 1 つの手順として任意で設定できます。
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詳細については、「Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装」の章の「番号分析ポ
リシー」（P.116）および「番号分析」（P.108）を参照してください。

ロード バランシング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ラウンドロビンまたは最低コスト ルーティング設定
を使用して、H.323 隣接間のロード バランシングを実行できます。
ラウンドロビン ロード バランシングは、隣接間でコールを均等に分散します。最低コスト ロード バラ
ンシングは、各隣接にプライオリティを割り当てます。
たとえば、ルーティングで、連続する 2 つのコールを、2 つの異なる隣接に送信するとします。

• ゲートキーパー隣接では、コールはこれら 2 つの異なるゲートキーパーで許可されます。各コール
のシグナリング ネクスト ホップが同じかどうかは、ゲートキーパー ルーティング設定により決ま
ります。

• 非ゲートキーパー隣接では、シグナリング ネクスト ホップは、2 つの異なるゲートウェイ（また
はターミナル）に送信されます。
ゲートキーパー隣接は、ゲートキーパーとの接続が切断された場合、一時的にアウト オブ サービスに
なります。つまり、SBC が、新しいコールのルーティングを試行しなくなります。代替ルートがある
場合、コール設定は、その代替ルートで続行されます。また、隣接を手動で無効にすることもできま
す。どちらの場合も効果は同じです。

VPN 間コール
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、異なる VPN の H.323 デバイスに同時に対応できま
す。

VPN は隣接ごとに設定します。そのため、VPN 間コールは、単に、異なる VPN の隣接間でコールを
ルーティングするルーティング ポリシーを設定します。

コール アドミッション制御
ここでは、次の内容について説明します。

• 「コール アドミッション制御の概要」（P.130）
• 「複合スコープ」（P.130）
• 「ポリシー スコープ」（P.131）
• 「ポリシー セット テーブルと制限テーブル」（P.134）
• 「制限テーブル」（P.134）
• 「CAC テーブル エントリのコンフィギュレーション コマンド」（P.135）
• 「メディア ライン削除」（P.140）
• 「複数 SBC メディア バイパス」（P.141）
• 「CAC レート制限」（P.145）
• 「複数 CAC 平均期間」（P.146）
• 「加入者ポリシー」（P.146）
• 「プライバシー サービス」（P.147）
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コール アドミッション制御の概要
コール アドミッション制御（CAC）では、コールを許可または拒否するポリシーを設定できます。
CAC は、特定のコール オプションに、同時コールおよび登録の数を制限する詳細ポリシーを適用でき
ます。また、アクティブ コール専用のメディア帯域幅を限定できます。これにより、レート制限によ
る他のネットワーク エレメントの負荷制御が可能になります。ある特定のイベントは、ある属性に基
づいて、完全にブロックされるか（ブラックリストを使用）自由に許可されます（ホワイトリストを使
用）。

CAC は、ネットワーク リソース利用率の制限に基づいて、イベントを認可すべきか拒否すべきかを決
定します。コール アドミッション制御を実行する理由は、2 つあります。
• 負荷の影響を受けやすいネットワーク エレメント（ソフトスイッチなど）を、特異なイベント
（DoS 攻撃、自然災害または人災、マスメディアによる電話参加など）によって発生する可能性の
ある有害なレベルの負荷から保護するため。

• サービス レベル契約（SLA）で定義されたネットワーク利用率のレベルを超えないように、組織
間での SLA をポリシングするため。
コール アドミッション制御は、コール ポリシーの最終段階のため、番号分析およびルーティング ポリ
シーの後に適用されます。CAC ポリシーは、新しいコール、加入者登録およびコール アップデートな
ど、すべてのイベント タイプに適用されます。イベントが CAC ポリシーにより認可されていない場
合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、このイベントを拒否し、適切なエラー コードを
送信します。

CAC ポリシーは、次のことで構成されます。
• 超過してはいけない 1 つ以上の制限。
たとえば、制限は、同時に発生するコールの最大数、コールの最大レート、またはコールにより消
費される最大帯域幅などを設定できます。

• 制限が適用されるスコープ。
これは、global、per-account、per-adjacency、またはポリシー スコープで定義されている任意の
スコープに設定できます。
「per account, per number category」のようにスコープを組み合わせるこ
ともできます。スコープは、ポリシー自体の一部です。たとえば、
「maximum 20Kb per call」とい
うポリシーのスコープは「per call」です。
アドミッション コントロール ポリシーを定義するには、制限、および制限が適用されるスコープを定
義する必要があります。たとえば、1 つのアカウント（スコープ）で同時に発生できるコールを 10 以
下（制限）にするポリシーを定義できます。
スコープおよび制限はポリシーを定義しますが、このポリシーがいつ適用されるかは定義しません。た
とえば、ポリシーのスコープとして「account1」などの特定のアカウントの名前を指定することはでき
ません。ただし、テーブル タイプおよび照合値は、ポリシーがいつ適用されるかを決定するときに使
用されます。テーブル タイプとして「account」、照合値として「account1」と設定すると、account1
からのコール イベントに一致します。

複合スコープ
複合スコープは、より詳しくポリシーを設定できるオプション セットを提供します。特定のポリシー
スコープを組み合わせて、複合スコープを作成できます。スコープを組み合わせるには、個別の
first-cac-scope または cac-scope コマンドを使用して、各スコープを設定します。
次に、複合スコープの例を示します。

• 隣接の任意のペア間でのコール数を 20 に制限する場合、MaxCalls = 20、および「src_adjacency,
dst_adjacency」のスコープでポリシーを作成できます。このポリシーは、隣接の任意のペア間の
コール数を 20 に制限します。ただし、隣接の発信または着信コールの合計数は制限しません。
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• 「source adjacency and category」の複合スコープで、アドミッション コントロール ポリシーを定
義し、このスコープの最大同時コール数を 10 に設定できます。このポリシーは、各隣接で同じカ
テゴリの同時に発生するコールの数を 10 に制限します。スコープ フィールドの値は、
src-adjacency、category です。

ポリシー スコープ
表 4 に、コール アドミッション ポリシーを適用できるスコープの定義と、各スコープを他のスコープ
と組み合わせることができるかどうかを示します。
表 4

ポリシー スコープ定義

スコープ オプ
ションまたはス
コープ フィール
ドの値

スコープ

説明

account

アカウント単位

このスコープで指定される制限は、同じア
カウントからのすべてのイベントに適用さ
れます。

adjacency

隣接単位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
可
接からのすべてのイベントに適用されます。（src-adjacency、
dst-adjacency、
src-adj-group、お
よび
dst-adj-group ス
コープ以外）

adj-group

隣接グループ単
位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
接グループ間で送受信されるすべてのイベ
ントに適用されます。たとえば、このス
コープで制限を設定することで、1 つの隣
接グループの隣接間で送受信できる同時
コールの合計数を制限できます。

他のスコープとの
組み合わせ
可（dst-account
および
src-account ス
コープ以外）

可（adjacency、
src-adj-group、お
よび

dst-adj-group ス
コープ以外）

call

コール単位

このスコープで指定される制限は、任意の
1 つのコールに適用されます。たとえば、
このスコープで制限を設定することで、
コールごとの帯域幅または可能なコール
アップデート レートを制限できます。一部
の制限はこのスコープでは無効なので注意
してください。

不可

category

カテゴリ単位

このスコープで指定される制限は、番号分
析ポリシー テーブルにより同じカテゴリに
設定されるすべてのイベントに適用されま
す。たとえば、このスコープで制限を設定
することで、任意の 1 つのカテゴリでの同
時コールの総数を制限できます。

可
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表 4

ポリシー スコープ定義 （続き）

スコープ オプ
ションまたはス
コープ フィール
ドの値

他のスコープとの
組み合わせ

スコープ

説明

dst-account

宛先アカウント
単位

このスコープで指定される制限は、同じア
カウントに送信されるすべてのイベントに
適用されます。たとえば、このスコープで
制限を設定することで、任意の 1 つのアカ
ウントに送信できる同時コールの総数を制
限できます。

可（account ス
コープ以外）

dst-adj-group

宛先隣接グルー
プ単位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
接グループに送信されるすべてのイベント
に適用されます。たとえば、このスコープ
で制限を設定することで、1 つの隣接グ
ループの隣接に送信できる同時コールの総
数を制限できます。

可（adj-group ス
コープ以外）

dst-adjacency

宛先隣接単位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
接に送信されるすべてのイベントに適用さ
れます。たとえば、このスコープで制限を
設定することで、任意の 1 つの隣接に送信
できる同時コールの総数を制限できます。

可（adjacency ス
コープ以外）

dst-number

着信番号単位

このスコープで指定される制限は、同じ宛
先番号を持つすべてのイベントに適用され
ます。たとえば、このスコープで制限を設
定することで、任意の 1 つの有効な番号で
の同時コールの総数を制限できます。

可

global

グローバル

このスコープで指定される制限は、SBC 全
体に適用されます。

不可

src-account

送信元アカウン
ト単位

このスコープで指定される制限は、同じア
カウントから受信されるすべてのイベント
に適用されます。たとえば、このスコープ
で制限を設定することで、任意の 1 つのア
カウントから発信できる同時コールの総数
を制限できます。

可（account ス
コープ以外）

src-adj-group

送信元隣接グ
ループ単位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
接グループから受信されるすべてのイベン
トに適用されます。たとえば、このスコー
プで制限を設定することで、1 つの隣接グ
ループの隣接から発信できる同時コールの
総数を制限できます。

可（adjacency お
よび adj-group ス
コープ以外）

src-adjacency

送信元隣接単位

このスコープで指定される制限は、同じ隣
接から受信されるすべてのイベントに適用
されます。たとえば、このスコープで制限
を設定することで、任意の 1 つの隣接から
発信できる同時コールの総数を制限できま
す。

可（adjacency ス
コープ以外）
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表 4

ポリシー スコープ定義 （続き）

スコープ オプ
ションまたはス
コープ フィール
ドの値

スコープ

説明

src-number

発信番号単位

可
このスコープで指定される制限は、同じ送
信元番号を持つすべてのイベントに適用さ
れます。たとえば、このスコープで制限を
設定することで、すべての 1 つの送信元番
号からの同時コールの総数を制限できます。

sub-category

加入者カテゴリ （注）
単位

sub-category-pfx

加入者カテゴリ （注） これは、Cisco IOS XE Release 2.4 可
プレフィクス単
ではサポートされていません。
（sub-category-pfx
および subscriber
位
このスコープで指定される制限は、同じ加
スコープ以外）
入者カテゴリ プレフィクスのメンバーとの
間で送受信されるすべてのイベントに適用
されます。たとえば、このスコープで制限
を設定することで、1 つの加入者カテゴリ
プレフィクスの加入者間で送受信できる同
時コールの総数を制限できます。

subscriber

加入者単位

他のスコープとの
組み合わせ

これは、Cisco IOS XE Release 2.4 可
ではサポートされていません。
（sub-category-pfx
および subscriber
このスコープで指定される制限は、同じ加
スコープ以外）
入者カテゴリのメンバーとの間で送受信さ
れるすべてのイベントに適用されます。た
とえば、このスコープで制限を設定するこ
とで、1 つの加入者カテゴリの加入者間で
送受信できる同時コールの総数を制限でき
ます。

これは、Cisco IOS XE Release 2.4 可
ではサポートされていません。
（sub-category-pfx
および subscriber
このスコープで指定される制限は、個々の
スコープ以外）
加入者間で送受信されるすべてのイベント
に適用されます。加入者は、SBC を介して
レジストラ サーバに登録されているネット
ワーク、または IP Multimedia Subsystem
（IMS）ネットワーク内の S-CSCF に登録さ
れているネットワーク上の任意のデバイス
です。
（注）

これは、特定の加入者を照合できません。

（注）

非 IMS ネットワークで集約登録をサポートする場合、per-subscriber スコープでは、デバイス後方のす
べての電話（PBX など）は、同じ加入者と見なされます。
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非加入者グループ

subscriber スコープがイネーブルにされている場合、SBC には、すべての「非加入者」の追加グルー
プが含まれます。非加入者は、その sbscriber スコープの特殊グループ内で作成されます。非加入者グ
ループは、コールが非加入者から発信された場合に一致します。subscriber スコープで設定される制限
は、この非加入者グループに適用されます。
（注） 「加入者」は、レジストラに登録される Address-of-Record を使用して識別されます。「加入者カテゴ
リ」は、SIP メッセージの送信元 IP アドレスに基づきます。一部の加入者が NAT デバイス後方にあ
り、同じ IP アドレスを共有する場合、これらは、同じ加入者カテゴリに属します。ただし、これらは
AOR によりそれぞれ異なります。

ポリシー セット テーブルと制限テーブル
コール アドミッション コントロール ポリシーは、ポリシー セットおよび制限テーブルを組み合わせて
設定されます。
ポリシー セット テーブル タイプは、CAC テーブル内で定義されるすべてのエントリに適用されます。
テーブル内の各エントリには、その独自のスコープがあります。ポリシー セット テーブルの各エント
リ、そのテーブルに到達するすべてのイベントを自動的に照合します。ポリシー セット テーブルは、
各イベントに複数のポリシーを作成します。
制限テーブル タイプは、CAC エントリで定義されている照合値から最適な照合値を選択します。制限
テーブル タイプのスコープは、制限テーブルの親テーブルから継承されます。制限テーブルのエント
リは、照合する値、および一致した場合に適用される制限を指定します。
ポリシー セット テーブルと制限テーブルの大きな違いは、ポリシー セット テーブルは、特定のイベン
トに対して複数のポリシーを作成し、制限テーブルは、特定のイベントに対してポリシーを 1 つだけ定
義するということです。
テーブル タイプ、照合値、およびイベントが制限テーブルのエントリ照合するタイミングについては、
表 5 を参照してください。スコープ名、スコープ定義、およびスコープを組み合わせることができるか
どうかについては、表 4 を参照してください。

制限テーブル
表 5 に、制限テーブルのタイプのリストを示します。各テーブル タイプでは、対応する照合値が、一
致条件とともにリストされます。一致すると、対応するポリシーがイベントに適用されます。
表 5

制限テーブルのテーブル タイプ

テーブル タイプ

照合値

イベントがエントリに一致する条件

account

account name

照合値は、送信元または宛先、あるいはこれ
ら両方のアカウント名です。

adj-group

adjacency group name

照合値は、送信元または宛先、あるいはこれ
ら両方の隣接グループ名です。

adjacency

adjacency name

照合値は、送信元または宛先、あるいはこれ
ら両方の隣接名です。

all

該当せず

すべてのイベントがエントリを照合します。

call-priority

SBC priority

SBC プライオリティはイベント call-priority
です。
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表 5

制限テーブルのテーブル タイプ （続き）

テーブル タイプ

照合値

イベントがエントリに一致する条件

category

category name（番号分析中に割
り当てられます）

イベントにはカテゴリが割り当てられます。
照合値は、その割り当てられた名前です。

dst-account

account name

照合値は、宛先のアカウント名です。

dst-adj-group

adjacency group name

照合値は、宛先の隣接グループ名です。

dst-adjacency

adjacency name

照合値は、宛先の隣接名です。

dst-prefix

number prefix

照合値は、コールされる番号の最初のディ
ジットです。

event-type

CAC ポリシーが適用されるイベ 照合値は、イベントタイプです。
ントのタイプ（new-call、
call-update または endpoint-reg）
account name
照合値は、送信元のアカウント名です。

src-account
src-adj-group

adjacency group name

照合値は、送信元の隣接グループ名です。

src-adjacency

adjacency name

照合値は、送信元の隣接名です。

src-prefix

number prefix

照合値は、発番号の最初のディジットです。

sub-category

ipv4 {ip-address} [vrf vrf]

照合値は、IPv4 アドレスです。
「sub-category」テーブル タイプが CAC テー
ブルに定義されている場合、エントリ内で
match-value を定義する必要があります。たと
えば、コマンド match-value ipv4
{ip-address} [vrf vrf] を使用します。

sub-category-pfx
pfx-len

ipv4 {ip-address} {prefix-len}
[vrf vrf]

照合値は、IPv4 アドレスです。
「sub-category-pfx pfx-len」テーブル タイプが
CAC テーブルに定義されている場合、エント
リ内で match-value および match-prefix-len
を定義する必要があります。たとえば、コマ
ンド match-value ipv4 {ip-address}
{prefix-len} [vrf vrf] を使用します。

CAC テーブル エントリのコンフィギュレーション コマンド
各 CAC テーブルは、CAC テーブル サブモード内で定義される、テーブル エントリの集合で構成され
ます。ポリシー セット テーブル タイプでは、CAC スコープは各エントリ内で定義されます。スコー
プを指定しない場合、そのエントリでグローバルなスコープがデフォルトで使用されます。
制限テーブル タイプの場合、CAC エントリは、照合する値を指定します。この照合値の位置は、制限
テーブルのタイプによって決定されます。
どちらのテーブル タイプでも、エントリ内で定義される制限は、スコープ単位の値を使用して計算さ
れます。制限によっては、すべてのスコープに適用されません。ポリシー セット テーブル タイプは、
エントリ内のスコープを定義するため、制限とスコープはどちらもエントリ単位です。制限テーブル
タイプでエントリ単位の制限を使用する場合、スコープを照合する制限テーブル タイプを設定します。
設定ステップの詳細については、
「コール アドミッション コントロール ポリシー セット、CAC テーブ
ル、およびグローバル CAC ポリシー セットの設定」（P.217）を参照してください。
表 6 に、CAC ポリシー セット テーブルのエントリで設定できるさまざまな制限およびオプションのリ
ストを示します。これらの設定可能なコマンド オプションは、次のコマンドで表示できます。
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-table 4
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# ?

（注）

cac-scope コマンド オプションは、ポリシー セット テーブル タイプだけに適用されます。match-value
コマンド オプションは、制限テーブル タイプだけに表示されます。

表 6

CAC テーブル エントリの設定可能なコマンド オプション

設定可能なコマンド オプション

説明

cac-scope

CAC 制限がポリシー セット テーブルの各エントリ内で適用さ
れるスコープ。

callee

着信側設定

callee-codec-list

コールの着信側区間で使用できるコーデックのリスト

callee-hold-setting

サポートされている着信側保留設定

callee-inbound-policy

着信側インバウンド セッション記述プロトコル（SDP）ポリ
シー テーブル設定

callee-outbound-policy

着信側アウトバウンド SDP ポリシー テーブル設定

callee-privacy

プライバシー処理のレベル

callee-sig-qos-profile

着信側シグナリングに使用される QoS プロファイル

callee-video-qos-profile

着信側ビデオ メディアに使用される QoS プロファイル

callee-voice-qos-profile

着信側音声ディアに使用される QoS プロファイル

caller

発信側設定

caller-codec-list

コールの発信側区間で使用できるコーデックのリスト

caller-hold-setting

サポートされている発信側保留設定

caller-inbound-policy

発信側インバウンド sdp ポリシー テーブル設定

caller-outbound-policy

発信側アウトバウンド sdp ポリシー テーブル設定

caller-privacy

プライバシー処理のレベル

caller-sig-qos-profile

発信側シグナリングに使用される QoS プロファイル

caller-video-qos-profile

発信側ビデオ メディアに使用される QoS プロファイル

caller-voice-qos-profile

発信側音声メディアに使用される QoS プロファイル

codec-restrict-to-list

設定されているコーデックス リストのコーデック使用の制限

early-media-deny

アーリー メディア（early media）の禁止

early-media-timeout

アーリー メディア（early media）の使用可能期間

early-media-type

アーリー メディア（early media）の使用可能方向

match-value

CAC 制限テーブルのエントリの照合値

max-bandwidth

最大帯域幅

max-call-rate-per-scope

最大コール レート

max-channels

チャネルの最大番号

max-in-call-msg-rate

インコール メッセージの最大レートの設定。（インコール メッ
セージについては、「CAC レート制限」（P.145）を参照してく
ださい）。
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表 6

CAC テーブル エントリの設定可能なコマンド オプション （続き）

設定可能なコマンド オプション

説明

max-num-calls

コールの最大数

max-out-call-msg-rate

アウトオブコール メッセージの最大レートの設定

max-regs

最大加入者登録

max-regs-rate-per-scope

最大加入者登録レート

max-updates

コール メディアの最大アップデート

media

メディア フラグ

transcode-deny

アドミッション コントロール エントリのトランスコーディン
グの禁止

transport

転送するプロトコル パラメータ

非制限 CAC オプション
CAC により、max-num-calls および max-bandwidth などの制限オプションに基づいてコールを許可ま
たは拒否するポリシーを設定できます。CAC スコープは、制限オプションのポリシングに使用されま
す。また、CAC により、caller-inbound-policy など、非制限オプションを使用して、プロパティを
コール（制限ではありません）に適用できます。非制限オプションでは、スコープの効果はありませ
ん。
すべてが特定のイベントに適用される（ポリシー セット テーブル タイプを使用）複数の CAC ポリ
シーを設定できます。非制限オプションには、これらの各ポリシーの反対の値を指定できます。CAC
は、各適用可能なポリシーのオプションの設定を検証して、フィールドの「派生値」を生成するルール
を適用することで、そのイベントに対する動作を決定します。オプションがポリシーで定義されていな
い場合、デフォルトの動作が定義されます。SBC で非制限フィールドの値が使用される場合、ユーザ
がそのフィールドを定義していないすべてのポリシーが無視されます。SBC は、特定の非制限オプ
ションの割り当てられた動作に基づく値を派生値として使用します。非制限オプションの動作は、次の
いずれかの値を使用します。

• 最後に使用されたデフォルト以外の値。このタイプのオプションは、最後のデフォルト以外の値を
派生値として使用します。たとえば、caller-inbound-policy は、最後に検出されたゼロではない長
さの sdp ポリシー名を派生値として使用します。
• 最も限定的な値。このタイプのオプションは、SBC の動作を最も限定するポリシー値を派生値と
して使用します。

• 最初に使用されたデフォルト以外の値。このタイプのオプションは、最初のデフォルト以外の値を
派生値として使用します。たとえば、caller-voice-qos-profile は、最初のゼロではない長さの音声
QoS プロファイル名を派生値として使用します。
• 検出されたすべての値の組み合わせ。このタイプのオプションは、ビット単位 OR を実行して、累
積値を派生値として使用します。
表 7

CAC エントリの非制限オプション

CAC エントリの非制限オプション
branch bandwidth-field

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch codec-list

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch hold-setting

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch inbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

派生値の動作
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表 7

CAC エントリの非制限オプション （続き）

CAC エントリの非制限オプション
branch media-description

検出されたすべての値の組み合わせ

branch media-type

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch outbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch privacy

最も限定的な値

branch secure-media

検出されたすべての値の組み合わせ

branch sig-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

branch tel-event payload type

最後に使用されたデフォルト以外の値

branch video-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

branch voice-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

callee-bandwidth-field

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-codec-list

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-hold-setting

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-inbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee media-description、callee secure
media

検出されたすべての値の組み合わせ

callee media-type

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-outbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-privacy

最も限定的な値

callee-sig-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

callee tel-event payload type

最後に使用されたデフォルト以外の値

callee-video-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

callee-voice-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

caller-bandwidth-field

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-codec-list

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-hold-setting

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-inbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller media-description、caller secure
media

検出されたすべての値の組み合わせ

caller media-type

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-outbound-policy

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-privacy

最も限定的な値

caller-sig-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

caller tel-event payload type

最後に使用されたデフォルト以外の値

caller-video-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

caller-voice-qos-profile

最初に使用されたデフォルト以外の値

codec-restrict-to-list

最後に使用されたデフォルト以外の値

early-media-deny

最も限定的な値

early-media-timeout

最も限定的な値

early-media-type

最も限定的な値

派生値の動作
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表 7

CAC エントリの非制限オプション （続き）

CAC エントリの非制限オプション

派生値の動作

media address preserve、media
bandwidth-field ignore、media tel-event
interworking

検出されたすべての値の組み合わせ

sdp-media-profile

最後に使用されたデフォルト以外の値

transcode-deny

最も限定的な値

transport srtp

最も限定的な値

ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定
リリース 3.5.0 よりも前のリリースでは、caller コマンドと callee コマンドを使用して、隣接、隣接グ
ループ、またはアカウントがコールの発信側または着信側の場合に適用される CAC ポリシー エントリ
を設定できます。ただし、この方法では、特定の隣接、隣接グループ、またはアカウントのダイレクト
非制限 CAC ポリシー フィールドを、その隣接、隣接グループ、またはアカウントがコールの着信側と
発信側のどちらであるかに関係のない形で設定することはできません。この制限について次の例で説明
します。
次のコマンド シーケンスが CAC テーブル エントリの設定の一部であると仮定します。
cac-policy-set 3
first-cac-table cac-tb1
cac-table cac-tb1
table-type limit adjacency
entry 1
match-value adj1
caller port-range-tag adj-name
callee port-range-tag adj-name
action cac-complete

adj1 隣接から adj2 隣接へのコールがある場合、この例で発信者に指定された設定は adj1 に適用されま
す。同時に、adj2 はこのコールの着信側であるため、adj2 には着信側の設定が適用されます。このよ
うなシナリオでは、コールに関係する他の隣接（この例では、隣接 adj2）に設定を適用しない方がよ
い場合があります。branch コマンドによって、この制限を実現できます。このコマンドは、リリース
3.5.0 で導入されました。
上記の例では、次のように branch コマンドを caller コマンドと callee コマンドの代わりに使用できま
す。
cac-policy-set 3
first-cac-table cac-tb1
cac-table cac-tb1
table-type limit adjacency
entry 1
match-value adj1
branch port-range-tag adj-name
action cac-complete

（注）

branch コマンドは、発信側の隣接と着信側の隣接の両方に設定を適用するシナリオでは、caller コマ
ンドと callee コマンドの代わりに使用できません。
この設定では、branch コマンドに指定された設定は adj1 隣接に適用されます。adj2 隣接から adj1 隣
接へのコールでは、同じ設定が adj1 隣接に適用されます。このコールでは、adj2 に設定は適用されず、
adj1 を呼び出すか adj1 によって呼び出される他の隣接にも設定は適用されません。
次に、branch コマンドの機能について説明します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

139

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装について

• ブランチ設定（branch コマンド）と発信側 / 着信側のペア（caller と callee のコマンド ペア）が
異なるポリシー エントリに設定されている場合、設定の最後のエントリの設定が優先されます。

• 異なるポリシー エントリに 2 つのブランチ設定がある場合、発生した最後のエントリの設定が優
先されます。

• ブランチ設定と発信側 / 着信側の設定が同じポリシー エントリにある場合は、ブランチ設定の方が
優先されます。
次の設定例で branch コマンドの動作を説明します。
cac-policy-set 3
first-cac-table cac-tb1
cac-table cac-tb1
table-type limit adjacency
entry 1
match-value phone2
branch port-range-tag adj-name
caller port-range-tag string tagB_cac
callee port-range-tag string tagA_cac
action cac-complete
entry 2
match-value phone1
branch port-range-tag string tagA_cac
caller port-range-tag adj-name
callee port-range-tag adj-name
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 3
media-address ipv4
port-range 10000
port-range 15002
port-range 16002
port-range 17002
port-range 18002

209.165.202.130
15000 any
15003 any tag phone1
16003 any tag phone2
17003 any tag tagA_cac
18003 any tag tagB_cac

この例では、電話 1 から電話 2 にコールが発信されます。このコール中には次の一連のイベントが
発生します。

1. 送信元の隣接である phone1 で照合が行われ、phone1 が entry 2 と照合されます。ここで、ブラン
チ エントリは発信側を参照しているため、発信側のエントリは無視されます。この最初のポリ
シー照合が実行されると、サイド A で port-range-tag が tagA_cac に設定されます。また、着信側
ポート タグは adj-name に設定されます。

2. 宛先の隣接である phone2 で照合が行われ、phone2 が entry 1 と照合されます。ここで、ブランチ
エントリは着信側を参照しているため、着信側のエントリは無視されます。このエントリは発信側
の port-range-tag を tagB_cac に設定します。つまり、adj_name が着信側の port-range-tag として
割り当てられます。これらの設定は、後で割り当てられるため、以前に一致したエントリである
entry 2 に割り当てられた値に優先します。
その結果、tagB_CAC ポートがサイド A で使用され、adj-name ポート phone2 がサイド B で使用され
ます。

メディア ライン削除
メディア ライン削除機能を使用すると、さまざまな非対応デバイスと相互作用するオファーまたはア
ンサーを送信するときに、ディセーブルなメディア記述（ゼロ ポートのメディア ライン）を除去また
はパディングできます。
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転送される SDP がアンサーを表す場合、転送オファーから削除されたメディア ラインが識別され、ダ
ミー メディア ラインが同じ場所に挿入されます。これは、対応パートナーが適切なメディア ライン要
求および応答と一致するために必要です。
転送される SDP が、将来のオファーの場合、オファー変更を使用して、「パディング」ダミー メディ
ア ラインを転送 SDP の最後に追加できるように、メディア ラインを効果的にシャッフルします。

SBC の送信動作は、次のオプションを使用して、コールの発信側および着信側に個別に設定されます。
• strip new on offer：オファーの受信側で新しい、または不明な転送オファーのディセーブル メディ
ア ストリームを削除します。

• strip all on offer：オファーの受信側で不明かどうかに関係なく、すべてのディセーブル メディア
ストリームを転送オファーから削除します。

• strip on answer：すべてのディセーブル メディア ストリームを転送アンサーから削除します。
• do not pad on offer：SBC によるディセーブル メディア ストリームでの転送オファーのパディング
を停止します。つまり、転送オファーのメディア ラインが直前のオファーのメディア ラインより
少ないため、転送オファーが準拠していない可能性があります。

（注） 「strip new on offer」および「strip all on offer」を使用すると、転送オファーのメディア ラインが削除
されます。欠落ラインは「パディング」されないため、「do not pad on offer」オプションを設定して実
行する必要はありません。
「do not pad on offer」オプションは、受信オファーから欠落したメディア ラ
インだけに影響を与えます。

適切なオプションを選択すると、ポートをゼロに設定するという既存の動作を使用するのではなく、
ディセーブル メディア部分を削除して、転送 SDP が作成されます。

複数 SBC メディア バイパス
複数 SBC メディア バイパス機能により、アンサー側から元のオファー側にメディア パケットを直接送
信できます。SBC は、メディア パケットが図 5 に示すように必要もなくループ バックされていること
を検出すると、自らをループから削除し、メディア パケットがエンドポイント間で直接移動できるよ
うにします。
図 5

同一 SBC 上でのループバック シグナリング：2 つのコール メディア バイパス
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部分メディア バイパス
エンドポイントが直接通信できないためにネットワークからの少なくとも 1 つの SBC がメディアをア
ンカーしなければならない場合、他の SBC は図 6 に示すようにバイパスされます。メディア バイパス
のタイプが明示的に部分的と設定されている場合、メディア バイパスが可能かどうかの判定には、隣
接上の IP レルムと VPN 設定のみを使用できます。メディア バイパス タグが使用されないため、部分
メディア バイパスが機能するためには、VPN 名がすべての SBC でグローバルに一意でなければなり
ません。
図 6

部分メディア バイパス
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図 7 に、複数の SBC デバイス間のメディア バイパスの例を示します。
図 7

複数 SBC メディア バイパス
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直接メディア パケットが通過できないネットワークにおいて、この機能は、SBC ネットワーク上の不
要なメディア ホップを避けるために、SBC のグループを通る最適化されたメディア パスを作成しま
す。
複数 SBC ではメディア バイパス機能により、SBC は、SDP オファーとともに追加のメディア アドレ
ス セットを送信できます。これらは、SBC 自体がオファー側から受信した元のメディア アドレスで
す。元のメディア アドレスは、別個の複数 SBC メディア バイパス機能情報要素に配置されます。これ
らのアドレスには、オファー側のメディア プレーン接続に関する情報が関連付けられます。ダウンス
トリーム SBC は複数 SBC メディア バイパス機能接続情報を使用して、SDP オファーを書き換えて元
のメディア アドレスを含めることによってそれらのアドレスを再指定できるかどうかを決定します。
これにより、メディア パケットは、アンサー側と元のオファー側の間直接通過できます。
複数 SBC メディア バイパス機能情報は、SBC のグループにおいても、メディア パスを最適化し、
SBC ネットワークを経由する不要なメディア ホップを回避するために使用できます。SDP アンサーに
は、この機能が正常に実行されたかどうかを示す情報が含まれています。SBC は、この情報を使用し
て、バイパスされたか、まだメディア パス内にあるかを判断します。多くの SBC がメディア パス内に
ある場合、それらの SBC は、オファー内のメディア ストリームごとに代替メディア アドレスのスタッ
クを形成します。このスタックの各要素に接続情報が関連付けられます。

SBC は、接続されているエンドポイントおよび中間ホップを特定し、どの中間エンティティがバイパ
ス可能であるかを判断します。このような接続情報は、複数 SBC メディア バイパス機能情報要素のタ
グによって渡されます。隣接上の 2 つのリモート エンドポイントは、1 つ以上の一致するタグがある場
合、接続が可能です。したがって、複数 SBC メディア バイパス機能プロトコルが機能するためには、
タグがグローバルに一意でなければなりません。
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セッション リフレッシュ後のメディア バイパスの継続
メディア バイパス コールの進行中は、SIP レジストラはエンドポイントによって交換されるメディア
を処理しません。したがって、レジストラはセッションの障害を検出するためにシグナリングを使用し
ます。レジストラは、セッション リフレッシュ要求を送信して、セッションが稼動しているかどうか
を確認します。セッション リフレッシュ要求は、最初のコール セットアップ中にレジストラが転送す
る SDP のコピーが含まれる INVITE または UPDATE メッセージです。

SBC は、SIP レジストラから INVITE メッセージを受信すると、メッセージ内の SDP をコールととも
に送信された SDP と関連付けません。SBC は、通常どおり INVITE メッセージの SDP を処理し、発
信側エンドポイントまたは着信側エンドポイントに送信する SDP オファーを作成します。エンドポイ
ントから見ると、INVITE メッセージは、コールのメディアの再ネゴシエーション試行です。エンドポ
イントはオファーを処理し、オファーと整合するアンサーを作成します。このアンサーは、SBC を介
してレジストラに返送されます。
このアンサーでは、コールの各メディア ストリームのポート番号が以前のメディア ストリームのポー
ト番号とは異なっています。このポート番号の不一致により、レジストラがエンドポイントに INVITE
メッセージを遅れて送信する場合があります。再ネゴシエーションのために遅れて送信される INVITE
メッセージの受信をサポートしないエンドポイントは、このメッセージを拒否します。メディアがエン
ドポイントから SBC に送信され、そこでドロップされるため、コールは失敗します。この問題を回避
するために、エンドポイント間のメディア パケットの交換を再開するときに同じパスが使用されるよ
うに、再ネゴシエーションがデフォルトでイネーブルになります。この機能により、メディア バイパ
ス コールはセッションのリフレッシュ後もメディアをバイパスします。

（注）

再ネゴシエーションをディセーブルまたはイネーブルにできます。

制約事項
複数 SBC メディア バイパス機能には次の制約があります。

• メディア バイパスは H.323 コールではサポートされていません。
• プロビジョニングされたトランスコーディング、トランスレーティング、DTMF インターワーキ
ング除外メディアなどのメディア サービスは、エンドポイント間で直接送信されます。特定の
コールについて、管理者がメディア バイパス設定を行っていて、メディア バイパスが可能である
場合、そのコールは他のメディア サービスよりも優先されます。ただし、合法的傍受（LI）が
SBC にプロビジョニングされた場合、複数 SBC メディア バイパス機能よりも LI が優先されます。

• SBC は、一方のエンドポイントが IPv4、もう一方のエンドポイントが IPv6 の場合、この機能をサ
ポートしません。これは、エンドポイントが受信するトラフィックを認識できないためです。

• SBC は、一方のエンドポイントが SIP、もう一方のエンドポイントが H.323 であり、SIP-H.323
インターワーキングがイネーブルの場合、この機能をサポートしません。これは、エンドポイント
が受信するトラフィックを認識できないためです。

パフォーマンスへの影響
複数 SBC メディア バイパス機能がイネーブルの場合、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは次のような
パフォーマンス上の影響を受けます。

• 解析およびメッセージ処理のコスト増大により、SBC シグナリングのパフォーマンスがわずかに
低下します。ただし、この機能とのネゴシエーションに成功したコールについては、メディア リ
ソースについて相応のメリットがもたらされます。
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• 各コール セットアップの一時占有は、SIP メッセージ内で符号化された複数 SBC メディア バイパ
ス機能情報の倍の量に少量の制御情報を加えた分だけ増加します。SDP のサイズが 300 バイトで
ある場合、総量は推計で約 1500 バイトとなります。ただし、複数 SBC メディア バイパス機能と
のネゴシエーションが成功したコールについては、メディア リソースが不要であるため、定常占
有が減少します。これにより、コールあたり約 10000 バイトの節約になります。
複数 SBC メディア バイパス機能の設定の詳細については、「複数 SBC メディア バイパス機能の設定」
（P.237）を参照してください。この機能の設定例については、「例：複数 SBC メディア バイパス」
（P.262）を参照してください。

CAC レート制限
許可される新しいコールの数またはレート、およびコールのメディア再ネゴシエーションの数を制限で
きます。ただし、次のことは制限できません。

• 実際にはコールの特性を変更しないメディア再ネゴシエーション。
• 他のインコール メッセージ。
インコール メッセージには、コールのコンテキスト内にメッセージが含まれます。ただし、コー
ル設定およびコール再ネゴシエーション メッセージ中の暫定応答は含まれますが、コール設定ま
たはティアダウン メッセージは含まれません。

• 内部生成されるメッセージ

（注）

特定の SIP または H.323 メッセージの細かさで制限を指定できません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）を通過する登録のレートおよび数を制限することもできま
す。ただし、他のアウトオブコール メッセージを制限できません。（アウトオブコール メッセージは、
コールのコンテキスト内になく、登録処理の一部ではないメッセージです。これらは、常に、要求また
は応答のいずれかとして分類されます）。
すべてのインコールおよびアウトオブコール メッセージのレートを制限できます。
これには、通常どおり、すべてのスコープでのインコール メッセージが含まれます。次に例を示しま
す。

• 「per-call」スコープで設定すると、エンドポイントがコール内でメッセージを送信するレートを制
限できます。

• 「dst-adjacency」スコープで設定すると、隣接を使用するすべてのコール内でその隣接から送信さ
れるインコール メッセージの合計レートを制限できます。（これにより、隣接の負荷が、関連する
ネットワーク エンティティの許容量を超えることがなくなります）。
次に、レートを制限できないメッセージを示します。

• SIP INVITE 要求：200 応答および ACK メッセージ
• SIP PRACK メッセージおよび応答
• SIP BYE メッセージおよび応答
• 複製 SDP がない SIP メッセージ
• H.323 コールの場合：Q.931 SETUP、Q.931 CONNECT および Q.931 RELEASE メッセージ
アウトオブコール メッセージが処理されるレートを制限できます。設定は、per-call スコープ以外のす
べてのスコープで可能です（per-call スコープはアウトオブコール メッセージには存在しません）。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、レートが CAC の指定数を超過した場合にインコール
メッセージを正常に拒否します。インコール メッセージが処理されない場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は次の操作を実行します。
• SIP メッセージの場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、可能な限り正常にメッ
セージを拒否します。この拒否は、送信側エンドポイントに戻されるため、コールが維持される可
能性があります。

• H.323 メッセージの場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、メッセージを廃棄しま
す。これは、このようなメッセージは通常、正常に拒否できないためです。これは、コールに破壊
的になる可能性があります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、レートが CAC の指定数を超過した場合にアウトオブ
コール メッセージを正常に拒否します。
すべてのレート制限は、プロトコル スタックから独立していなければなりません。また、制限は、SIP
および H323 メッセージをポリシングする必要があります。

CAC ポリシー違反の数に基づいてブラックリストを設定する他、ハイレートでインコールまたはアウ
トオブコール メッセージを送信するエンドポイントにブラックリストを適用できます。

複数 CAC 平均期間
ユーザは、2 つ目のレート制限 CAC 基準を設定することにより、別の平均期間に異なるレート制限を
適用できます。ユーザは次の設定を行うことができます。

• セカンダリ レート計算の平均期間を設定する。
• 制限が必要な場合に、セカンダリ レート計算に適用する新しいコールの 1 分あたりの最大数を設
定する。

• 制限が必要な場合に、セカンダリ レート計算に適用するエンドポイント登録の 1 分あたりの最大
数を設定する。

• 制限が必要な場合に、セカンダリ レート計算に適用する処理対象のインコール メッセージの 1 分
あたりの最大数を設定する。

• 制限が必要な場合に、セカンダリ レート計算に適用する処理対象のアウトオブコール メッセージ
の 1 分あたりの最大数を設定する。
ユーザは、レート制限基準を持つ 2 組の SBC ポリシーを同時に設定できます。CAC は、設定された制
限に違反するイベントを拒否します。

加入者ポリシー
ユーザは、複数のエンドポイントをネットワークにサブスクライブして、コール生成を許可できます。
加入者は、次のいずれかのエンドポイントです。ネットワークによっては、各加入者を一定数以下の同
時コールに制限することがあります。加入者ポリシー機能を使用すると、各加入者を一定数の同時コー
ルに制限できます。
この機能を使用すると、CAC 制限を設定できます。たとえば、同時コールの最大数、登録の最大数、
または加入者、加入者カテゴリ、加入者カテゴリ プレフィクスなど、さまざまなスコープでの最大
コール レートを設定できます。

CAC テーブルを設定して、次のことを実行できます。
• 加入者と加入者カテゴリを関連付ける。加入者とコア ネットワーク間のコール イベントも、同じ
加入者カテゴリに関連付けられます。
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• 加入者カテゴリまたは加入者カテゴリ プレフィクス（加入者カテゴリの最初の n ビット）で照合
し、一致した場合、制限を設定する。加入者カテゴリ プレフィクスは、照合するプレフィクスの
長さを指定します。指定された場合、コールの各加入者カテゴリの最初の n ビットだけが、一致す
るかどうかチェックされます。

• 加入者カテゴリごとに制限を設定する。
• 加入者ごとに制限を設定する。
加入者スコープがイネーブルの場合、SBC は、すべての「非加入者」の追加グループを追跡します。
非加入者グループは、コールが非加入者から発信された場合に照合されます。subscriber スコープで設
定される制限は、この非加入者グループに適用されます。

プライバシー サービス
SBC は、ユーザがシグナリング中に行う匿名性の要求が動的に処理され、ユーザが信頼ネットワーク
を離れるときにユーザの匿名性が維持されるようにする、プライバシー サービスを提供します。プラ
イバシー サービスはユーザが公開を望まない情報を削除するため、ユーザはさまざまなレベルの匿名
性を要求できます。個々の隣接を「信頼できる」、「信頼できない」、または「プライバシー サービスを
適用するように設定」のいずれかにマークできるように SBC を設定できます。プライバシー サービス
は、CAC ポリシー セットで適用されます。
さらに、SBC は、プライバシー要求を転送するときに、ユーザのプライバシー要求を編集（上書きま
たは変更）できます。たとえば、ユーザは自己の ID を非公開にするよう要求できますが、プライバ
シー要求を編集することにより、ID を提供できます。
ユーザは、表示名および表示番号を匿名にすることも指定できます。番号分析中には、このようなコー
ルを検出でき、別の分析ツリーを使用してコールを処理できます。
プライバシー サービス機能は、次の機能を提供します。

• 信頼ドメインから出るときにユーザが提供する情報に基づいてプライバシー サービスを適用しま
す。

• ユーザからの要求に応じてプライバシー サービスを編集し、表示の提供、除去、挿入、置換など
の機能を実行します。

• 設定可能な信頼境界を宣言します。
• 番号分析で送信元が匿名のコールを検出します。
• SIP プライバシー ヘッダーに指定された追加要件に対応するために、標準の SIP ヘッダーが SBC
によって書き換えられます。

– Call ID、Server、および Contact ヘッダーは、エンドポイントの ID を隠すために書き換えら
れます。

– Via ヘッダーは、キャッシュされ、メッセージ上で SBC を識別する 1 つのヘッダーと置き換
えられます。

SIP 隣接と H323 隣接では、信頼できるステータスと信頼できないステータスを設定できます。
プライバシー サービス機能の設定の詳細については、「プライバシー サービスの設定」（P.228）を参照
してください。
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Session Initiation Protocol
SIP のコンテキストでは、ユーザが Privacy ヘッダーを使用して適用するプライバシー レベルを指定し
ます。SBC がヘッダー内のトークンを認識できない場合、メッセージは 433 Anonymity Disallowed 応
答で拒否されます。同様に、満たすことができない重要なプライバシー要求を含む応答は、インコール
メッセージの 433 失敗応答に変換されます。アウト オブ ダイアログ メッセージの場合は、プライベー
ト情報が誤ってリークされないように、応答がドロップされます。
これがプライバシー ヘッダーを含まないインコール メッセージである場合、プライバシー要件はコー
ル側からの最後の Privacy ヘッダーに指定されたものと同じであると見なされます。ただし、SBC が
コールをローカルに再ルーティングする場合（SIP 3xx リダイレクト応答など）、再ルーティングされ
たコール側の前に学習したプライバシー要件は破棄します。
次のイベントは、プライバシー サービスが要求または応答に適用されると発生します。

• ユーザに基づくプライバシー サービス Privacy: user が要求または応答に適用されると、
Reply-To、Call-Info、User-Agent、Organization、Subject、In-Reply-To、Warning、Server の各
ヘッダーがメッセージから削除されます。
ユーザに基づくプライバシー サービス Privacy: user が要求に適用されると、From ヘッダー内の
URI が anonymous@anonymous.invalid に書き換えられます。元の URI は応答時の置換用に保存
されます。From ヘッダー内の表示名が削除され、ユーザ ID のプライバシーの一部として設定さ
れた他のヘッダー操作ルールがメッセージに適用されます。

• ID 値に基づくプライバシー サービス Privacy: id が要求または応答に適用されると、
P-Preferred-ID、P-Asserted-Identity、Remote-Party-Id の各ヘッダーがメッセージから削除されま
す。

• セッション プライバシーに基づくプライバシー サービス Privacy: session が要求または応答に適用
されると、メディア バイパスは拒否されます。ただし、セッション プライバシーが重要であり、
遅すぎるためにメディア バイパスをディセーブルにできない場合、コールは廃棄されます。

• ヘッダー プライバシーに基づくプライバシー サービス Privacy:header が要求または応答に適用さ
れると、Record-Route または Route ヘッダー（存在する場合）は削除され、保存されます。これ
らはダイアログ中の応答時に復元されます。追加のヘッダー操作ルールが設定されている場合は、
それらがメッセージに適用されます。SBC は、進行中のメッセージから Privacy ヘッダーを取り除
き、Proxy-Require ヘッダーから privacy オプション タグ（存在する場合）を削除します。
ユーザは、プライバシー サービスを動的に要求できます。このサービスは、RFC 3323 および RFC

3325 に基づく Privacy: header を挿入することによって適用できます。

SIP 要求のプライバシー サービス
表 8 に、適用するプライバシーの適切なレベルを指定する Privacy: header がある場合に SIP 要求に適
用されたプライバシー サービスの動作を示します。

表 8

SIP 要求のプライバシー サービス

ヘッダー名

None

From

—

Contact

—

—

書き換え

—

Reply-to

—

除去

—

—

Via

除去

除去

除去

除去

ユーザ
匿名値
（anonymous@anonym
ous.invalid）に設定

ヘッダー

ID

—
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表 8

SIP 要求のプライバシー サービス （続き）

Call-Info

—

除去

—

—

User-Agent

—

除去

—

—

Organization

—

除去

—

—

Server

—

—

—

—

Subject

—

除去

—

—

Call-ID

書き換え

書き換え

書き換え

書き換え

In-Reply-To

—

除去

—

—

Warning

—

—

—

—

P-Asserted-Identity

—

—

—

除去

P-Preferred-Identity

—

—

—

除去

Remote-Party-ID

—

—

—

除去

Record-Route

—

—

除去

—

SIP 応答のプライバシー サービス
表 9 に、SIP 応答に適用された場合のプライバシー サービスの動作を示します。

表 9

SIP 応答のプライバシー サービス

ヘッダー名

None

ユーザ

ヘッダー

ID

From

—

—

—

—

Contact

—

—

書き換え

—

Reply-to

—

除去

—

—

Via

—

—

—

—

Call-Info

—

除去

—

—

User-Agent

—

除去

—

—

Organization

—

除去

—

—

Server

—

除去

—

—

Subject

—

—

—

—

Call-ID

書き換え

書き換え

書き換え

書き換え

In-Reply-To

—

—

—

—

Warning

—

除去

—

—

P-Asserted-Identity

—

—

—

除去

P-Preferred-Identity

—

—

—

除去

Remote-Party-ID

—

—

—

除去

Record-Route

—

—

除去

—

H.323 のプライバシー サービス
SBC は、次の H.323 プロトコル イベントをプライバシー サービスの要求として扱います。
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• Q.931 設定では、Q.931 callingPartyNumber が存在し、その presentationIndicator が 3（表示制
限）に設定されている場合、または H.225 presentationIndicator が存在し、presentationRestricted
に設定されている場合は、発信側アドレス表示の制限が要求されます。

• Q.931 接続では、Q.931 connectedNumber が存在し、その presentationIndicator が 3（表示制限）
に設定されている場合、または H.225 presentationIndicator が存在し、presentationRestricted に設
定されている場合は、着信側アドレス表示の制限が要求されます。

2 つの presentationIndicator に不一致がある場合、Q.931 callingPartyNumber の値、connectedNumber
が優先されます。

H.323-SIP インターワーキング
H.323 メッセージの callingPartyNumber 要素または connectedNumber 要素で受信した表示制限の指示
は、SIP プライバシー要求に変換された場合、header;id;critical プライバシーの要求と見なされます。
表示制限が H.323 側から要求された場合、SBC がプライバシー サービスとして機能しているかどうか
にかかわらず、From ヘッダーの URI が anonymous@anonymous.invalid に書き換えられます。

SIP とインターワーキングするときには、プライバシー サービスが常に適用されます。

SIP-H.323 インターワーキング
id または header プライバシーの SIP シグナリング要求は、発信アドレスの H.323 表示制限に変換され
ます。他のすべての SIP プライバシー トークンは無視されます。

メッセージ、ポリシー、および加入者の統計情報
Cisco IOS XE Release 3.3S から、次の統計情報に機能拡張が加えられています。
• 「コール統計情報」（P.150）
• 「CAC 統計情報」（P.155）
• 「加入者の統計情報」（P.157）

コール統計情報
コール関連の統計情報には次の 2 つの機能が追加されました。

• 期間内に完了したコールの数：コール関連統計情報の要約期間には、完了したコールの総数が含ま
れています。コールは、アップストリームまたはダウンストリーム デバイスから受信したシグナ
リング メッセージが原因で完了します。SIP コールの場合、コールは参加エンドポイントが BYE
メッセージを送信したときに完了します。H.323 コールの場合、コールは参加エンドポイントが通
常コールのクリアを示す 16 に設定された causeValue を含む ReleaseComplete メッセージを送信し
たときに完了します。

• コール統計の累計：コール関連統計情報の要約期間には、current-indefinite 時間値が含まれます。
この時間値は、値が最後にリセットされてから現在のでの期間のコール統計を提供します。最初の
段階では、current-indefinite 時間値はルータが起動されてから現在までの期間の統計を示します。
値がリセットされると、最後にリセットが発生した時間の統計が表示されます。時間は、年、月、
日、時刻が表示される UTC 形式です。
コール関連の統計情報の表示およびリセットには、次のコマンドを使用します。
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• show sbc sbc-name sbe call-stats {all | global | per-adjacency adjacency-name | src-account name
| dst-account name | src-adjacency name | dst-adjacency name} period コマンド：
currentindefinite など、特定期間における SBE 上のすべてのコールに関する統計情報を表示しま
す。

• clear sbc sbc-name sbe call-stats [all | dst-account account-name | dst-adjacency adjacency-name
| global | src-account account-name | src-adjacency adjacency-name | per-adjacency
adjacency-name] [all | current-indefinite] コマンド：SBE のコール統計情報を current-indefinite
期間でクリアします。
次に、show sbc sbe call-stats all adj1 currentindefinite コマンドが current-indefinite 期間における
SBE 上のすべてのコールに関する統計情報を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe call-stats all currentindefinite
statistics for the current indefinite for source adjacency phone1
Call count totals:
Total call attempts =
Total active calls =
Total active IPv6 calls =
Total activating calls =
Total de-activating calls =
Total active emergency calls =
Total active e2 emergency calls =
Total IMS rx active calls =
Total IMS rx call renegotiation attempts =
Total SRTP-RTP interworked calls =
Total active calls not using SRTP =
Total active transcoded calls =
Total active transrated calls =
Total calls completed =

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

General
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

call failure counters:
call setup failures =
active call failures =
failed call attempts =
failed calls due to update failure =
failed calls due to resource failure =
failed calls due to congestion =
failed calls due to media failure =
failed calls due to signaling failure =
failed calls due to IMS rx setup failure =
failed calls due to IMS rx renegotiation failure =
failed calls due to RTP disallowed on call leg =
failed calls due to SRTP disallowed on call leg =

Policy control failures:
Call setups failed due to NA =
Call setups failed due to RTG =
Call setups failed due to CAC =
CAC fails due to number of calls limit =
CAC fails due to call rate limit =
CAC fails due to bandwidth limit =
CAC fails due to number of media channels limit =
CAC fails due to number of media update limit =
CAC message drops due to mid call message rate limit =
CAC message drops due to out of call message rate limit =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
2011/03/07 03:27:36
statistics for the current indefinite for destination adjacency phone2
Call count totals:
Total call attempts =
1
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Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
General
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

active calls =
active IPv6 calls =
activating calls =
de-activating calls =
active emergency calls =
active e2 emergency calls =
IMS rx active calls =
IMS rx call renegotiation attempts =
SRTP-RTP interworked calls =
active calls not using SRTP =
active transcoded calls =
active transrated calls =
calls completed =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

call failure counters:
call setup failures =
active call failures =
failed call attempts =
failed calls due to update failure =
failed calls due to resource failure =
failed calls due to congestion =
failed calls due to media failure =
failed calls due to signaling failure =
failed calls due to IMS rx setup failure =
failed calls due to IMS rx renegotiation failure =
failed calls due to RTP disallowed on call leg =
failed calls due to SRTP disallowed on call leg =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Policy control failures:
Call setups failed due to NA =
Call setups failed due to RTG =
Call setups failed due to CAC =
CAC fails due to number of calls limit =
CAC fails due to call rate limit =
CAC fails due to bandwidth limit =
CAC fails due to number of media channels limit =
CAC fails due to number of media update limit =
CAC message drops due to mid call message rate limit =
CAC message drops due to out of call message rate limit =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
2011/03/07 03:27:36
statistics for the current indefinite for source account source1
Call count totals:
Total call attempts =
1
Total active calls =
0
Total active IPv6 calls =
0
Total activating calls =
0
Total de-activating calls =
0
Total active emergency calls =
0
Total active e2 emergency calls =
0
Total IMS rx active calls =
0
Total IMS rx call renegotiation attempts =
0
Total SRTP-RTP interworked calls =
0
Total active calls not using SRTP =
0
Total active transcoded calls =
0
Total active transrated calls =
0
Total calls completed =
1
General
Total
Total
Total
Total

call failure counters:
call setup failures =
active call failures =
failed call attempts =
failed calls due to update failure =

0
0
0
0
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Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

failed
failed
failed
failed
failed
failed
failed
failed

calls
calls
calls
calls
calls
calls
calls
calls

due
due
due
due
due
due
due
due

to
to
to
to
to
to
to
to

resource failure =
congestion =
media failure =
signaling failure =
IMS rx setup failure =
IMS rx renegotiation failure =
RTP disallowed on call leg =
SRTP disallowed on call leg =

Policy control failures:
Call setups failed due to NA =
Call setups failed due to RTG =
Call setups failed due to CAC =
CAC fails due to number of calls limit =
CAC fails due to call rate limit =
CAC fails due to bandwidth limit =
CAC fails due to number of media channels limit =
CAC fails due to number of media update limit =
CAC message drops due to mid call message rate limit =
CAC message drops due to out of call message rate limit =

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
2011/03/07 03:27:36
statistics for the current indefinite for destination account dest1
Call count totals:
Total call attempts =
1
Total active calls =
0
Total active IPv6 calls =
0
Total activating calls =
0
Total de-activating calls =
0
Total active emergency calls =
0
Total active e2 emergency calls =
0
Total IMS rx active calls =
0
Total IMS rx call renegotiation attempts =
0
Total SRTP-RTP interworked calls =
0
Total active calls not using SRTP =
0
Total active transcoded calls =
0
Total active transrated calls =
0
Total calls completed =
1
General
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

call failure counters:
call setup failures =
active call failures =
failed call attempts =
failed calls due to update failure =
failed calls due to resource failure =
failed calls due to congestion =
failed calls due to media failure =
failed calls due to signaling failure =
failed calls due to IMS rx setup failure =
failed calls due to IMS rx renegotiation failure =
failed calls due to RTP disallowed on call leg =
failed calls due to SRTP disallowed on call leg =

Policy control failures:
Call setups failed due to NA =
Call setups failed due to RTG =
Call setups failed due to CAC =
CAC fails due to number of calls limit =
CAC fails due to call rate limit =
CAC fails due to bandwidth limit =
CAC fails due to number of media channels limit =
CAC fails due to number of media update limit =
CAC message drops due to mid call message rate limit =

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CAC message drops due to out of call message rate limit =
Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
statistics for the current indefinite for global counters
Call count totals:
Total call attempts =
Total active calls =
Total active IPv6 calls =
Total activating calls =
Total de-activating calls =
Total active emergency calls =
Total active e2 emergency calls =
Total IMS rx active calls =
Total IMS rx call renegotiation attempts =
Total SRTP-RTP interworked calls =
Total active calls not using SRTP =
Total active transcoded calls =
Total active transrated calls =
Total calls completed =
General
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

call failure counters:
call setup failures =
active call failures =
failed call attempts =
failed calls due to update failure =
failed calls due to resource failure =
failed calls due to congestion =
failed calls due to media failure =
failed calls due to signaling failure =
failed calls due to IMS rx setup failure =
failed calls due to IMS rx renegotiation failure =
failed calls due to RTP disallowed on call leg =
failed calls due to SRTP disallowed on call leg =

Policy control failures:
Call setups failed due to NA =
Call setups failed due to RTG =
Call setups failed due to CAC =
CAC fails due to number of calls limit =
CAC fails due to call rate limit =
CAC fails due to bandwidth limit =
CAC fails due to number of media channels limit =
CAC fails due to number of media update limit =
CAC message drops due to mid call message rate limit =
CAC message drops due to out of call message rate limit =
Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
statistics for the current indefinite for adjacency phone1
Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
Current count of Media Packets Lost =
Current count of Media Packets Dropped =
Current count of Media Packets Sent =
Current count of Media Packets Received =
Current count of RTCP Packets Sent =
Current count of RTCP Packets Received =
Average Call Duration =
Average of the Answer Seizure Ratio =
Average of the Round Trip Delay =
Average of the locally calculated jitter =
Average of the remotely calculated jitter =

0

2011/03/07 03:27:36

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2011/03/07 03:27:36

2011/03/07 03:27:36
0
0
236
236
0
0
22004
0
0 ms
0 ms
0 ms
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Average of the received media dropped per thousand pkts =
Average of the sent media lost per thousand pkts =
statistics for the current indefinite for adjacency phone2
Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
Current count of Media Packets Lost =
Current count of Media Packets Dropped =
Current count of Media Packets Sent =
Current count of Media Packets Received =
Current count of RTCP Packets Sent =
Current count of RTCP Packets Received =
Average Call Duration =
Average of the Answer Seizure Ratio =
Average of the Round Trip Delay =
Average of the locally calculated jitter =
Average of the remotely calculated jitter =
Average of the received media dropped per thousand pkts =
Average of the sent media lost per thousand pkts =

0
0

2011/03/07 03:27:36
0
0
236
236
0
0
22004
1000
0 ms
0 ms
0 ms
0
0

CAC 統計情報
CAC 関連の統計情報には、適用されながら失敗した CAC ポリシーの拒否数が追加されました。
制限フィールドは、CAC ポリシー テーブル エントリで設定され、その制限に対する違反があると、
CAC ポリシーは失敗します。

CAC ポリシー セットの表示およびクリアには、次のコマンドを使用します。
• show sbc name sbe cac-policy-set [id [table name [entry id]] | global [table name [entry id]]]
[detail] コマンド：失敗した CAC ポリシーの拒否数に関する情報を表示します。
• clear sbc sbc-name sbe cac-policy-set-stats [all | policy-set cac-policy-number] コマンド：すべて
の CAC ポリシー統計情報をクリアするか、指定された CAC ポリシー セットに関する統計情報を
クリアします。
次に、show sbc sbe cac-policy-set table entry コマンドが失敗した CAC ポリシーの拒否数に関する統
計情報を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe cac-policy-set 1 table table entry 1
SBC Service "SBC2"
CAC Averaging period 1: 60 sec
CAC Averaging period 2: 0 sec
CAC Policy Set 1
Global policy set: Yes
Description:
First CAC table: table
First CAC scope: global
Table name: table
Description:
Table type: policy-set
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry 1
CAC scope:
CAC scope prefix length: 0
Action: CAC complete
Number of call setup failures (due to non-media limits): 0
No. of registrations rejected (due to registration limits): 0
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Max calls per scope:
No. of events rejected due to Max Call Limit:

Unlimited
0

Max reg. per scope:
No. of events rejected due to Max Reg limit:

Unlimited
0

Max channels per scope:
Max updates per scope:
Max bandwidth per scope:

Unlimited
Unlimited
Unlimited

Averaging-period 1

Averaging-period

2
Max call rate per scope:
No. of events rejected due to Max call rate:

Unlimited
0

Unlimited
0

Max reg. rate per scope:
No. of events rejected due to Max reg rate:

Unlimited
0

Unlimited
0

Max in-call message rate:
No. of events rejected due to Max in-call rate:

Unlimited
0

Unlimited
0

Max out-call message rate:
Unlimited
No. of events rejected due to Max Out call rate: 0

Unlimited
0

Timestamp when the rejection counts were last reset: 2011/03/07 04:38:24
Early media:
Allowed
Early media direction:
Early media timeout:
None
Transcoder per scope:
Callee Bandwidth-Field: None
Caller Bandwidth-Field:
Media bypass:
Allowed
Asymmetric Payload Type:
Renegotiate Strategy:
Delta
SRTP Transport:
Trusted-Only (by default)
Caller hold setting:
Standard
Callee hold setting:
Standard
Caller limited-privacy-service: Never hide identity
Callee limited-privacy-service: Never hide identity
Caller privacy-service: Not set
Callee privacy-service: Not set
Caller edit-privacy-request: Not set
Callee edit-privacy-request: Not set
Caller edit-privacy-request sip strip: Not set
Callee edit-privacy-request sip strip: Not set
Caller edit-privacy-request sip insert: Not set
Callee edit-privacy-request sip insert: Not set
Caller voice QoS profile:
Default
Callee voice QoS profile:
Default
Caller video QoS profile:
Default
Callee video QoS profile:
Default
Caller sig QoS profile:
Default
Callee sig QoS profile:
Default
Caller inbound SDP policy:
None
Callee inbound SDP policy:
None
Caller outbound SDP policy:
None
Callee outbound SDP policy:
None
SDP Media Profile
:
None
Caller Generic Stream
:
Default
Callee Generic Stream
:
Default
Caller media disabled:
None
Callee media disabled:
None
Caller unsignaled secure media: Not Allowed

Both
Allowed
None
Not Set
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Callee unsignaled secure media: Not Allowed
Caller response downgrade support: No
Callee response downgrade support: No
Caller retry rtp support:
No
Callee retry rtp support:
No
Resend sdp answer in 200ok:
No
Caller tel-event payload type:
Default
Callee tel-event payload type:
Default
Media flag:
None
Restrict codecs to list:
Default
Restrict caller codecs to list: Default
Restrict callee codecs to list: Default
Codec preference list:
Default
Caller Codec profile:
None
Callee Codec profile:
None
Caller media caps list:
None
Callee media caps list:
None
TCS extra codec list:
None
Caller media-type:
Inherit (default)
Callee media-type:
Inherit (default)
Caller Media Bypass:
Inherit (default)
Callee Media Bypass:
Inherit (default)
Media Bypass Type:
Not set
Callee local transfer support:
Inherit (default)
Maximum Call Duration:
50
Caller SRTP support:
Inherit (default)
Callee SRTP support:
Inherit (default)
SRTP Interworking:
Inherit (default)
SRTP media Interworking:
Inherit (default)
Ims rx preliminary-aar:
Disabled(default)
Ims media-service:
None(default)
media bandwidth policing:
Inherit(default)
Billing filter:
Inherit(default)
Caller ptime:
None (default)
Callee ptime:
None (default)
Caller codec variant conversion: Disabled (default)
Callee codec variant conversion: Disabled (default)
Caller inband DTMF mode:
Inherit(default)
Callee inband DTMF mode:
Inherit(default)
Caller Port Range Tag:
Inherit (default)
Callee Port Range Tag:
Inherit (default)
Session refresh renegotiation: Inherit(default)

加入者の統計情報
加入者関連の統計情報が導入されたことにより、SBC を使用している加入者に関する情報を表示し、
分析できるようになりました。show sbc sbe コマンドは、これらの統計情報を表示するように拡張さ
れました。
次に、加入者関連の統計情報の特徴を示します。

• この統計情報は、現在 SBC に登録されている加入者、つまり SBC 加入者データベースに保存され
ている加入者を対象とします。したがって、非 IMS アクセス隣接、P-CSCF アクセス隣接、また
は IPsec P-CSCF アクセス隣接から登録されたユーザだけが対象となります。
• この統計情報は、SBC から登録した個々のアクセス側加入者を対象とします。この機能の重要な
点は、SBC がレジスタを書き換えると、レジストラに転送された Address of Record が 2 つの異な
るアクセス サイドの Address of Record で同じになる場合があることです。この 2 つの Address of
Record は、レジストラが 1 人の加入者と見なす場合でも、2 人の加入者として統計情報に記録さ
れます。たとえば、sip:12345@192.0.2.22 と sip:12345@203.0.113.36 がいずれも SBC から登録

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

157

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
メッセージ、ポリシー、および加入者の統計情報

し、SBC がこれらを sip:12345@example.registrar.com に書き換えた場合、レジストラはこのエン
トリを 1 人の加入者と見なします。ただし、SBC は、このエントリを 2 人の加入者としてカウン
トします。

• 統計情報は、登録された連絡先の数ではなく登録された加入者の数を表します。1 人の加入者が複
数の連絡先を登録すると、その加入者は登録された最初の連絡先の送信元隣接についてのみカウン
トされます。たとえば、加入者が Adjacency1 に Contact1 を登録し、Adjacency2 に Contact2 を登
録した場合、その加入者はグローバルな加入者数に一度だけ含められます。同じ加入者は
Adjacency2 上の加入者数には含められません。これは、Contact1 の有効期限が切れ、Contact2 が
アクティブなままである場合でも当てはまります。

• 統計情報には、SBC によって実行された委任登録が含まれます。
• 統計情報は、グローバルおよび隣接単位で使用できます。
• IMS モードでは、SBC が 1 人の加入者について複数の Address of Record を保存することがありま
す。たとえば、レジストラが REGISTER 応答で P-Associated-URI を返す場合などです。このシ
ナリオでは、統計情報には 1 人の加入者だけが含まれ、追加の Address of Record は含まれません。

加入者統計情報機能の制約事項
加入者統計情報機能には、次の制約事項があります。

• 統計情報は、フェールオーバー時に失われます。
• 統計情報には高速登録された加入者の数は含まれません。
• 加入者が相互接続 Interconnection Border Control Function（IBCF）または非 IMS 隣接の SBC か
ら登録した場合、SBC はこれらの加入者を追跡しないため、統計情報に含まれません。
次のコマンドは、加入者関連の統計情報を表示します。

show sbc sbc-name sbe subscriber-stats {all | dst-account name | dst-adjacency name | global |
src-account name | src-adjacency name} [current15mins | current5mins | currentday | currenthour
| currentindefinite | previous15mins | previous5mins | previousday | previoushour]
次のコマンドは、すべてのコール関連の統計情報をリセットします。

clear sbc sbc-name sbe call-stats [all | dst-account name | dst-adjacency name | global | src-account
name | src-adjacency name ] [all | currentindefinite]
次に、show sbc sbe subscriber-stats コマンドが加入者に関する統計情報を表示する例を示します。
Router# show sbc mySbc sbe subscriber-stats global currentindefinite
Subscribe count totals:
Active subscribers

=

10

Subscriber high water mark

=

15

Subscriber low water mark

=

3

Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =

2011/01/25 23:26:03
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管理ドメイン
各管理ドメインは、他のピア エンティティとの管理関係を表し、SBC に対し、隣接との間で送受信さ
れるコールに特定の番号分析およびルーティング ポリシーや CAC ポリシーを使用するように指示でき
ます。管理ドメインは、SIP 隣接と H.323 隣接の両方の admin-domain フィールドに指定されます。管
理ドメインのない隣接は、グローバルに設定されたポリシーを使用します。
管理ドメインには次の機能があります。

• 管理ドメインは、着信または発信番号分析、つまりルーティング決定に使用できるポリシー ツ
リーを特定できます。これらのツリーには、既存の番号分析およびルーティング ポリシー ツリー
のすべての属性と機能があります。管理ドメインは、既存の CAC ポリシー ツリーのすべての属性
および機能を持つ 0 個以上の CAC ポリシー ツリーも特定できます。

• ユーザは、着信番号分析、発信番号分析、ルーティング、および CAC にそれぞれ別のポリシー ツ
リーを作成できます。各ポリシー ツリーを 0 個以上の管理ドメインに割り当てることができます。
ユーザは、各ポリシー ツリーを個別に動作させたり停止したりできます。

• 管理ドメインは、ドメインの ID とスコープを示すテキストベースのストリングで識別できます。
• 分類システムがシグナリング イベントを他の送信元または宛先管理ドメインに割り当てることに
失敗した場合は、シグナリング イベントを送信元または宛先ドメインとしてグローバル管理ドメ
インに割り当てることができます。

• ユーザは、シグナリング メッセージを複数の送信元および宛先管理ドメインに割り当てることも
できます。各管理ドメインには、イベントに割り当てられるときにプライオリティが設定されま
す。設定されたプライオリティに基づき、SBC は管理ドメインのセットからポリシー ツリーを使
用します。

• ユーザは、管理ドメインにポリシー ツリーを割り当てることにより、シグナリング イベントの
ルーティング決定を行うことができます。ユーザは、宛先管理ドメインの発信番号分析のためにポ
リシー ツリーを管理ドメインに割り当てることもできます。ポリシー ツリーには、個別に変更を
加えることができます。ルーティング決定は送信元の管理ドメインに対して選択されたポリシー
ツリーに基づいて行われますが、発信番号分析は宛先の管理ドメインに対して選択されたポリシー
ツリーに基づいて行われます。

• シグナリング イベントに選択されたすべての送信元および宛先管理ドメインは、そのイベントに
関連する検出ポイントの Billing Manager に提供されます。XML 形式では、特定のコールの課金
レコードに送信元および宛先の管理ドメイン名が含まれます。

非対称ペイロード タイプ
Real-Time Transport Protocol（RTP）セッションでは、各コーデックに対し、RTP ヘッダーに含まれ
る ID またはペイロード タイプが割り当てられます。これらのペイロード タイプにより、RTP セッ
ションは複数の異なる形式を同時に伝送できます。RTP セッションでは、同じコーデックに複数の異
なるペイロード タイプを割り当てることができます。
セッションが同じコーデックで異なるペイロード タイプを使用する場合、セッションは非対称ペイ
ロード タイプを使用していると見なされます。

SIP、H.323、および H.248 は、非対称ペイロード タイプをサポートします。SIP セッションは
RFC3264 オファー メッセージとアンサー メッセージ内の非対称ペイロード タイプをネゴシエートす
るのに対し、H.323 セッションは次のメッセージ内の非対称ペイロード タイプをネゴシエートします。
• ファスト スタート要求および応答
• Open Logical Channel（OLC）および Open Logical Channel（OLC）確認応答
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• ターミナル機能セット（telephone-event コーデックのみ）

SBC は、シグナリング リレーとメディア リレーの両方で非対称ペイロード タイプのシームレスなパス
スルーを実現します。そのため、エンドポイントの正常な動作に影響を与えることなく、非対称ペイ
ロード タイプを使用する 2 つのエンドポイント間で SBC を使用できます。
非対称ペイロード タイプはパススルーのみを対象とし、インターワーキングは対象としていません。

SBC では、コールの一方のレッグの非対称ペイロード タイプとコールの他方のレッグの対称ペイロー
ド タイプを変換する必要はありません。

Cisco IOS XE Release 3.1.0S よりも前のリリースでは、SIP ピアが非対称ペイロード タイプを要求し
た場合、SBC は非対称ペイロード タイプを使用するコーデックを削除していました。コーデックが
残っていない場合は、図 8 に示すようにコール全体が廃棄されていました。
図 8

非対称ペイロード タイプ：コール廃棄のシナリオ
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SBC
PT=aࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ A
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PT=bࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ B

௦᭰ 1
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ࢧ࣏࣮ࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ
ࢥ࣮ࢹࢵࢡ B ࡣ๐㝖ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
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Cisco IOS XE Release 3.1.0S 以降では、図 8 のようなシナリオでもコールは成功します。
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図 9 に、オファーに 2 つのコーデックがあり、アンサーにはコーデックが 1 つしかないシナリオを示し
ます。このシナリオでは、非対称ペイロード タイプと変更されたコーデックの組み合わせが存在しま
す。
図 9

非対称ペイロード タイプ：オファーに 2 つのコーデックがあり、アンサーに 1 つのコーデックが
ある場合

Ⓨಙ⪅
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PT=aࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ A
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PT=cࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ A
PT=dࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ A
ࢧ࣏࣮ࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࢥ࣮ࢹࢵࢡኚ᭦ࡋ࡚◚Რ
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PT=cࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡ A

図 9 に示す例では、SBC がアンサーをオファーと照合し、最初のコーデックの組み合わせを非対称ペ
イロード タイプを使用するものとしてマッピングして、次のコーデックの組み合わせをサポートされ
ていないコーデック変更として破棄します。

シグナリング
ここでは、非対称ペイロード タイプ機能が次のシナリオでどのように動作するかについて説明します。

• SIP-RFC3264 オファー / アンサー
• H323-H245
• H.323-SIP インターワーキング
• メディアのプログラミング

SIP-RFC3264 オファー / アンサー
ここでは、SIP-RFC3264 オファー / アンサー シナリオにおける非対称ペイロード タイプの動作につい
て詳しく説明します。
非対称ペイロード タイプ：

• アンサー側からオファー側にペイロード タイプの再割り当てを通知します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

161

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
非対称ペイロード タイプ

• RFC3264 によってネゴシエートされた非対称ペイロード タイプ バインディングを MEDIA に通知
します。

• メディア リレー コールで対応するペイロード タイプを変更するアンサーを検出した場合、イベン
トを記録します。
シグナリングがオファーにコーデック（Dual-Tone Multi-Frequency（DTMF ）インターワーキングの
telephone-event コーデックまたはトランスコーディングのトランスコーダ コーデック）を送信する場
合、シグナリングはアンサーでのペイロード タイプの変更を受け入れます。

SDP rtpmap 行でのペイロード タイプバインディングの割り当ての詳細については、RFC3264 を参照
してください。

H323-H245
H323 コールでは、非対称ペイロード タイプ サポートは telephone-event コーデックだけで使用できま
す。
非対称ペイロード タイプ機能は、H.245 ターミナル機能セット（特に RFC2833 telephone-event ペイ
ロード タイプをシグナリングする receiveRTPAudioTelephonyEventCapability ）の処理に対してのみ
影響します。この機能の目的は次のとおりです。

• H.245 ターミナル機能セットによってネゴシエートされた非対称 telephone-event ペイロード タイ
プ バインディングを MEDIA に通知します。
• 各方向で別の telephone-event ペイロード タイプを検出するしたときにログを生成します。

H.323-SIP インターワーキング
H.323-SIP インターワーキングでは、非対称ペイロード タイプ サポートは telephone-event コーデック
だけで使用できます。H.245 ターミナル機能セット メッセージで受信した telephone-event ペイロード
タイプは、RFC3264 オファー / アンサー メッセージで通知され、その逆の方向でも通知されます。
H.323 は telephone-event 以外のコーデックでは非対称ペイロード タイプをサポートしませんが、この
制限は SIP には当てはまりません。そのため、SIP ピアは、ペイロード タイプを SIP-H.323 インター
ワーキング コールの一部としてフロー上で変更しようとする場合があります。ペイロード タイプが変
更された場合、重大度が高い問題判別ログが作成され、コールは廃棄されます。

メディアのプログラミング
シグナリングは、標準の H.248 シグナリングを使用して非対称ペイロード タイプ ストリームをプログ
ラミングします。対称ペイロード タイプ バインディングと非対称ペイロード タイプ バインディング間
の移行時に、メディア アドレスまたはポートは再割り当てされません。

課金
非対称ペイロード タイプ機能は、課金に使用される次の情報を提供します。

• 特定のメディア リレー コールで使用中の非対称ペイロード タイプ。
• 各ペイロード タイプにバインドされたコーデック。
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SIP-SIP コール
SIP コールは、前のオファーへのアンサーに異なるペイロード タイプを示すことにより、非対称ペイ
ロード タイプを指定します。SBC は、これらの非対称ペイロード タイプを処理します。
SIP/SIP 設定とオファー / アンサー メッセージの例については、「例：非対称ペイロード タイプの許可」
（P.264）を参照してください。

非対称ペイロード タイプの設定
各コールについて非対称ペイロード タイプを許可またはブロックするように SBC を設定できます。デ
フォルトでは、非対称ペイロード タイプはコールで許可されます。
非対称ペイロード タイプを許可するか禁止するかを指定するには、[no] payload-type asymmetric
{allowed | disallowed} コマンドを使用します。

非対称ペイロード タイプに対する ISSU の実行
ISSU を実行して Cisco IOS XE Release 3.1.0S にアップグレードすると、Cisco IOS XE Release 3.1.0S
より前のリリースを実行するアクティブな SBC に非対称ペイロード タイプを要求するコールは、非対
称ペイロード タイプが使用されている場合と同じように、非対称ペイロード タイプをサポートする

Cisco IOS XE Release 3.1.0S を実行するスタンバイに複製されます。メディアは、フェールオーバー
後にプライマリまたはバックアップ上で正しく流れない場合があります。
コールが非対称ペイロード タイプをサポートしていないアクティブな SBC 上で対称ペイロード タイプ
を使用している場合、非対称ペイロード タイプを使用した再ネゴシエーションの試行中には、次のい
ずれかが発生します。

• メディア転送コンポーネントの Media またはメディア ゲートウェイが、アクティブな SBC が非対
称ペイロード タイプをサポートしていないことを検出した場合、対応するコールの変更が拒否さ
れる場合があり、コールは変更されません。

• メディア転送コンポーネントの Media またはメディア ゲートウェイが、アクティブな SBC が非対
称ペイロード タイプをサポートしていないことを検出しない場合、対応するコールは非対称ペイ
ロード タイプを使用している場合と同じように存続する場合があり、その結果、メディアが正し
く流れない可能性があります。
コールがペイロード タイプを対称から非対称またはその逆に変更する場合：

• ゲートが非対称として定義されると、再ネゴシエーションの結果、非対称ペイロード タイプの使
用を終了しても非対称のままとなります。

• 対称ゲートが非対称としてマークされ、パートナーが非対称ペイロード タイプをサポートしてい
ない場合、ゲートは複製されません。ゲートはバックアップ パートナーから削除されます。
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ポリシーの実装方法
ここでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーを設定してアクティブにする方法につ
いて説明します。

• 番号分析テーブルの設定
• 管理ドメインの設定
• デフォルト コール ポリシー セットの設定
• ルーティング テーブルの設定
• 番号操作の設定
• ハンティングの設定
• H.323 MultiARQ ハンティングの設定
• コール アドミッション コントロール ポリシー セット、CAC テーブル、およびグローバル CAC ポ
リシー セットの設定

• プライバシー サービスの設定
• CAC ポリシー セットのアクティブ化

番号分析テーブルの設定
このタスクでは、番号分析テーブルを設定します。次の番号分析設定タイプについて説明します。

• 番号検証の設定
• 番号カテゴリ化の設定
• テキスト アドレス検証と送信元アドレス操作の設定

番号検証の設定
このタスクでは、番号分析テーブルの番号検証を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. first-inbound-na-table table-name
6. na-dst-prefix-table table-name
7. entry entry-id
8. match-prefix key
9. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
10. category category-name
11. entry entry-id
12. edit [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
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13. edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
14. match-prefix key
15. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
16. category category-name
17. entry entry-id
18. match-prefix key
19. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
20. category category-name
21. exit
22. exit
23. end
24. show
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)#

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セット コン
フィギュレーション モードを開始して、必要に応じて新規
ポリシー セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#

ステップ 5

first-inbound-na-table table-name

ポリシーの番号分析段階を実行するときに最初に処理する
ポリシー テーブルの名前を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-inbound-na-table hotel_table
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

na-dst-prefix-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、着信番号のプ
レフィクス（先頭のいくつかのディジット）と照合するエ
ントリを含んだ番号分析テーブルを設定するモードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
na-dst-prefix-table hotel_table

他の番号分析テーブルのコマンド

• na-carrier-id-table：このテーブルでは、match-cic
コマンドおよび edit-cic コマンドを追加で指定する必
要があります（以下を参照）。

• na-dst-address-table
• na-src-address-table
• na-src-prefix-table
• na-src-account-table
• na-src-adjacency-table
• na-carrier-id-table
ステップ 7

entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry
1

ステップ 8

match-prefix key | match-cic cic

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。

• match-prefix key 引数は、着信番号のプレフィクス
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-prefix XXX

ステップ 9

action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

（先頭の部分）と照合するために使用するストリング
です。

• match-cic cic 引数は、na-carrier-id-table コマンドと
ともに使用し、キャリア ID と照合するエントリを含
んだテーブルの照合キャリア ID コードを設定します。
番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 10 category category-name

番号分析テーブルでエントリのカテゴリを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
category external
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
entry 2

ステップ 12 edit [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit del-prefix 1

番号分析テーブルでダイヤル ストリング操作アクションを
設定します。テーブルがアクティブなポリシー セットの一
部である場合、この作業を行うことはできません。
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルの特定のエントリの編集アクションが削除されます。

edit コマンドには、次の値を設定できます。
• del-prefix pd：プレフィクス pd を削除します。pd は、
着信ストリングの先頭から削除するディジットの数を
指定する正の整数です。

• del-suffix sd：サフィックス sd を削除します。sd は、
着信ストリングの末尾から削除するディジットの数を
指定する正の整数です。

• add-prefix pa：プレフィクス pa を追加します。pa
は、着信ストリングの先頭に追加するディジットのス
トリングです。

• replace ds：ds に置換します。ds は、着信ストリング
を置換するディジットのストリングです。
左の例では、edit コマンドは、番号分析テーブルの着信ス
トリングの先頭から 1 ディジット削除するようにエントリ
2 を設定しています。
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コマンドまたはアクション
ステップ 13 edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |

目的

[add-prefix pa] | [replace ds]

番号分析テーブルで Carrier Identification Code （CIC）操
作アクションを設定します。

例：

テーブルがアクティブなポリシー セットの一部である場
合、この作業を行うことはできません。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit-cic del-prefix 1

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジットの数を指定する正の整数。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジットのストリング。
「edit-cic del-prefix 1」コマンドは、現在の番号分析テーブ
ルのキャリア ID の最初のディジットを削除するように、
エントリ 2 を設定します。
アウトバウンド メッセージから CIC またはキャリア ID を
削除する場合、置換ストリング 0000 またはプレフィクス
削除長 4 を指定します。
次に例を示します。
edit-cic del-prefix 4
edit-cic replace 0000

ステップ 14 match-prefix key
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-prefix 9XXX

ステップ 15 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

OR

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、着信番号の先頭部分と照合するために使用す
るストリングです。
このコマンドの no 形式を使用すると、照合値が破棄され
ます。
番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 16

category category-name

番号分析テーブルでエントリのカテゴリを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
category external
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 17 entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
entry 3

ステップ 18 match-prefix key

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、着信番号の先頭部分と照合するために使用す
るストリングです。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-prefix 8XXX

ステップ 19 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 20 category category-name

番号分析テーブルでエントリのカテゴリを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
category bar

ステップ 21 exit

entry モードを終了し、natable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
exit

ステップ 22 exit

natable モードを終了し、callpolicy モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# exit

ステップ 23 end

callpolicy モードを終了し、特権 EXEC モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# end

ステップ 24 show

現在の設定情報を表示します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# show
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番号カテゴリ化の設定
このタスクでは、番号分析テーブルの番号カテゴリ化を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. first-inbound-na-table table-name
6. na-src-account-table table-name
7. entry entry-id
8. match-account key
9. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
10. entry entry-id
11. match-account key
12. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
13. entry entry-id
14. match-account key
15. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
16. na-dst-prefix-table table-name
17. entry entry-id
18. match-prefix key
19. category category-name
20. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
21. entry entry-id
22. match-prefix key
23. category category-name
24. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
25. end
26. show
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)#

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セット コン
フィギュレーション モードを開始して、必要に応じて新規
ポリシー セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#

ステップ 5

first-inbound-na-table table-name

ポリシーの番号分析段階を実行するときに最初に処理する
ポリシー テーブルの名前を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-inbound-na-table check_account

ステップ 6

na-src-account-table table-name

例：

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、送信元アカウ
ントと照合するエントリを含んだ番号分析テーブルを設定
するモードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
na-src-account-table check_account
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable)#

ステップ 7

entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)#

ステップ 8

match-account key

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、送信元アカウントと照合するために使用する
ストリングです。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# match-account hotel_foo
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# action next-table
hotel_dialing_plan

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 10 entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# entry 2

ステップ 11 match-account key
例：

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、送信元アカウントと照合するために使用する
ストリングです。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# match-account hotel_bar

ステップ 12 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# action next-table
hotel_dialing_plan

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 13 entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# entry 3

ステップ 14 match-account key
例：

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、送信元アカウントと照合するために使用する
ストリングです。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# match-account internal
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 15 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# action accept

る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 16 na-dst-prefix-table table-name
例：

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、着信番号の先
頭と照合するエントリを含んだ番号分析テーブルを設定す
るモードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
na-dst-prefix-table hotel_dialing_plan

ステップ 17 entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
entry 1

ステップ 18 match-prefix key

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、着信番号の先頭部分と照合するために使用す
るストリングです。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-prefix XXX

ステップ 19 category category-name

番号分析テーブルでエントリのカテゴリを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
category internal_call

ステップ 20 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 21 entry entry-id

目的
番号分析テーブルでエントリを設定するモードを開始し、
必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
entry 2

ステップ 22 match-prefix key
例：

番号分析テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
key 引数は、着信番号の先頭部分と照合するために使用す
るストリングです。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-prefix 9XXX

ステップ 23 category category-name

番号分析テーブルでエントリのカテゴリを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
category external_call

ステップ 24 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す

例：

る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 25

entry モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
end

ステップ 26 show

現在の設定情報を表示します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# show

テキスト アドレス検証と送信元アドレス操作の設定
このタスクでは、番号分析テーブルのテキスト アドレス検証と送信元アドレス操作を設定する方法を
示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
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3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. first-inbound-na-table table-name
6. na-dst-address-table table-name
7. entry entry-id
8. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
9. edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
10. match-address key [regex | digits]
11. entry entry-id
12. action [next-table goto-table-name | accept | reject]
13. edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
14. match-address key [regex | digits]
15. exit
16. exit
17. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)#

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セット コン
フィギュレーション モードを開始して、必要に応じて新規
ポリシー セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#

ステップ 5

first-inbound-na-table table-name

ポリシーの番号分析段階を実行するときに最初に処理する
ポリシー テーブルの名前を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-inbound-na-table hotel_table
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

na-dst-address-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、着信番号のプ
レフィクス（先頭のいくつかのディジット）と照合するエ
ントリを含んだ番号分析テーブルを設定する番号分析テー
ブル モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
na-dst-address-table room_table

他の番号分析テーブルのコマンドは、次のとおりです、

• na-carrier-id-table（このテーブルには追加のコマン
ド match-cic および edit-cic が必要）
• na-dst-address-table
• na-src-address-table
• na-src-prefix-table
• na-src-account-table
• na-src-adjacency-table
• na-carrier-id-table
ステップ 7

entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定する番号分析テーブル
モードを開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry
1

ステップ 8

action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

NA テーブルで送信元アドレス操作アクションを設定しま
す。

例：

これは、テーブルがアクティブ ポリシー セットに含まれ
る場合、行うことはできません。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit-src del-prefix 3

このコマンドの no 形式を使用すると、照合値が削除され
ます。

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジット数を指定する正の整数です。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジットのストリング。
ステップ 10 match-address key [regex | digits]
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-address 123456 digits

NA テーブル エントリの照合値を設定します。
ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを作成
するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address フィール
ドにテキスト値を入力します。

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC は番
号分析をスキップしてルーティングだけ実行します。SBC
では、アドレスに次の文字以外の文字が含まれている場
合、そのアドレスは（電話番号ではなく）ユーザ名である
と判断します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、
D、E、F、プラス記号、ハイフン、ピリオド、開き丸カッ
コ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、ルー
ティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード文字では
なく、文字の「X」として処理されます。たとえば、照合
値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、「A」には一致
しません。
（注）

ステップ 11 entry entry-id

直接ストリング比較は NA では実行されません。
固定ストリングを比較する場合は、regex メタ文字
なしの regex を使用できます。

番号分析テーブルでエントリを設定する番号分析テーブル
モードを開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
entry 2
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コマンドまたはアクション
ステップ 12 action [next-table goto-table-name | accept |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
action accept

目的
番号分析テーブルでエントリのアクションを設定します。
指定できるアクションは次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
る番号分析テーブルの名前を設定するには、
next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを許可するように設定するには、accept キー
ワードを使用します。

• コールがテーブル内のエントリに一致する場合に、こ
のコールを拒否するように設定するには、reject キー
ワードを使用します。
ステップ 13 edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

NA テーブルで送信元アドレス操作アクションを設定しま
す。

例：

これは、テーブルがアクティブ ポリシー セットに含まれ
る場合、行うことはできません。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit-src del-suffix 1

このコマンドの no 形式を使用すると、照合値が破棄され
ます。

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数です。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジット数を指定する正の整数です。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジット ストリングです。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 14 match-address key [regex | digits]
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-address ^.* regex

NA テーブル エントリの照合値を設定します。
ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを作成
するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address フィール
ドにテキスト値を入力します。

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC は番
号分析をスキップしてルーティングだけ実行します。SBC
では、アドレスに次の文字以外の文字が含まれている場
合、そのアドレスは（電話番号ではなく）ユーザ名である
と判断します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、
D、E、F、プラス記号、ハイフン、ピリオド、開き丸カッ
コ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、ルー
ティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード文字では
なく、文字の「X」として処理されます。たとえば、照合
値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、「A」には一致
しません。
（注）

ステップ 15 exit

直接ストリング比較は NA では実行されません。
固定ストリングを比較する場合は、regex メタ文字
なしの regex を使用できます。

entry モードを終了し、natable モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
exit

ステップ 16 exit

natable モードを終了し、コール ポリシー モードを開始し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# exit

ステップ 17 end

コール ポリシー モードを終了し、特権 EXEC モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# end

管理ドメインの設定
このタスクでは、管理ドメインを設定します。

（注）

ポリシー セットは、complete 状態でなければ管理ドメインに割り当てることはできません。デフォル
トのコール ポリシー セットは、管理ドメイン モードを開始する前に設定する必要があります。着信
NA セット、ルーティング セット、または発信 NA セットが未定義の場合、管理ドメインは、デフォル
トのコール ポリシー セット内に定義された値を使用します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. admin-domain name
5. description [line]
6. call-policy-set {inbound-na number | outbound-na number | rtg number} [priority priority-value]
7. cac-policy-set number
8. exit
9. adjacency sip | h323 adjacency-name
10. admin-domain name
11. end
12. show sbc sbc-name sbe admin-domain [adjacency]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name：SBC サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

admin-domain name

管理ドメイン モードを開始します。

• name：最大 30 文字で、管理ドメイン名を定義します。
例：
Router(config-sbc-sbe)# admin-domain Domain1

ステップ 5

description [line]

管理ドメインに説明テキストを割り当てます。

• line：管理ドメインについて説明します。
例：
Router(config-sbc-sbe-ad)# description This is
a description of DOMAIN1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

call-policy-set {inbound-na number |
outbound-na number | rtg number} [priority
priority-value]

単一のコール ポリシー セット、またはルーティング、着
信番号分析、および発信番号分析ごとに個別のコール ポリ
シー セットを設定します。ポリシー セットは、complete
状態でなければ管理ドメインのポリシー セットに割り当て
ることはできません。

例：
Router(config-sbc-sbe-ad)# call-policy-set rtg
2 priority 1
Router(config-sbc-sbe-ad)# call-policy-set
inbound-na 2 priority 1
Router(config-sbc-sbe-ad)# call-policy-set
outbound-na 2 priority 1

（注）

着信 NA ポリシー セット、ルーティング ポリシー
セット、または発信 NA ポリシー セットの指定は
任意です。ポリシー セットが未定義の場合、管理
ドメインはデフォルトのコール ポリシー セット内
に定義された値を使用します。

• inbound-na：着信番号分析ポリシーを指定します。
• outbound-na：発信番号分析ポリシーを指定します。
• rtg：ルーティング ポリシーを指定します
• priority：ポリシー セットのプライオリティを指定し
ます。

• number：ポリシー セットの一意な識別子。値の範囲
は 1 ～ 2147483647 です。
• priority-value：1 ～ 10 のプライオリティ値。10 は最
も高いプライオリティを示します。デフォルトでは、
プライオリティは 10 に設定されます。
（注）

1 つの隣接に複数の管理ドメインを指定できるた
め、プライオリティが必要です。SBC は、プライ
オリティが最も高いポリシー セットを使用します。

ステップ 7

cac-policy-set number

管理ドメインの CAC ポリシー セットを設定します。CAC
ポリシー セットは 1 つだけ指定できます。

例：

ポリシー セットは、complete 状態でなければ管理ドメイ
ンのポリシー セットに割り当てることはできません。

Router(config-sbc-sbe-ad)# cac-policy-set 2

• number：ポリシー セットの一意な識別子。値の範囲
は 1 ～ 2147483647 です。
ステップ 8

管理ドメイン モードを終了し、SBE モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-ad)# exit

ステップ 9

adjacency sip | h323 adjacency-name

SBE SIP 隣接または H.323 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name：SIP 隣接または H.323 隣接の名前を

例：

定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj

ステップ 10 admin-domain name

（注）

admin-domain コマンドを追加、削除、または変更
するためには、H323 隣接の接続を解除する必要が
あります。

隣接に管理ドメインを設定します。

• name：最大 30 文字で、管理ドメイン名を定義します。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# admin-domain
Domain1
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 end

目的

SBE SIP 隣接モードまたは H.323 隣接モードを終了し、特
権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe admin-domain [adjacency]

SBC 上に設定されている管理ドメインの詳細を表示しま
す。

• sbc-name：SBC サービスの名前を定義します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe admin-domain

• adjacency：管理ドメインを隣接ごとに表示します。

次に、show sbc sbe admin-domain コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe admin-domain
SBC Service "mySBC"
Global cac-policy-set:
2
Default call-policy-set/priority: 1/6
cac
call-policy-set/priority
Administrative Domain
policy-set
inbound-na
routing
outbound-na
------------------------------ ---------- ------------- ------------- ------------DOMAIN1
2
2/1
2/1
2/1

次に、show sbc sbe admin-domain adjacency コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe admin-domain adjacency
SBC Service "mySBC"
Adjacency Name
Type State
Admin-domain
------------------------------ ---- ---------- -----------------------------SIPP1A
SIP
Attached
DOMAIN1

デフォルト コール ポリシー セットの設定
このタスクでは、コール ポリシー セットを設定し、管理ドメインがない場合に SBC が使用するデフォ
ルトのポリシー セットを決定するためのプライオリティを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. first-inbound-na-table word
6. first-outbound-na-table word
7. complete
8. exit
9. call-policy-set default policy-set-id [priority priority]
10. end
11. show sbc sbc-name sbe call-policy-set [default]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC サービスの名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 25

ステップ 5

新しいコール ポリシー セットを作成し、SBE ルーティン
グ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。

first-inbound-na-table word

コール ポリシー セット番号。
最初の着信番号分析テーブルを指定します。

• word：着信番号分析テーブルの名前。テーブルの長さ
は最大 30 文字です。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-inbound-na-table InTable

ステップ 6

first-outbound-na-table word

最初の発信番号分析テーブルを指定します。

• word：発信番号分析テーブルの名前。テーブルの長さ
は最大 30 文字です。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-outbound-na-table InTable

ステップ 7

complete

フル セットのコミット後にコール ポリシー セットを完了
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# complete

ステップ 8

SBE ルーティング ポリシー モードを終了します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

call-policy-set default policy-set-id [priority
priority]

管理ドメインが隣接に指定されていないか、指定された管
理ドメインが存在しない場合に、デフォルトのコール ポリ
シー セット ID を割り当てます。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set default
25 priority 1

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー
セット番号。ポリシー セットは、complete 状態でなけ
ればデフォルト ポリシーとして割り当てることはでき
ません。

• priority：使用するアクティブ コール ポリシー セット
を決定するためのプライオリティをを指定します。

SBC は、プライオリティが最も高いポリシー セット
を使用します。

• priority：1 ～ 10 のプライオリティ値。10 は最も高い
プライオリティを示します。デフォルトでは、プライ
オリティは 6 に設定されます。
（注）

ステップ 10 end

デフォルトのコール ポリシー セットは、管理ドメ
イン モードを開始する前に設定する必要がありま
す。着信 NA セット、ルーティング セット、また
は発信 NA セットが未定義の場合、管理ドメイン
は、デフォルトのコール ポリシー セット内に定義
された値を使用します。

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe call-policy-set [default] SBC 上に設定されているコール ポリシー セットの詳細を
表示します。

• sbc-name：SBC サービスの名前を定義します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe call-policy-set

• default：デフォルト コール ポリシー セットに関する
情報を表示します。

次に、show sbc sbe call-policy-set コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe call-policy-set
SBC Service "mySBC"
Policy set 1
Default policy set
First inbound NA table
First call routing table
First reg routing table
First outbound NA table
Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures
Entry
Match Value
--------------1
SIPP1A
2
SIPP1B

: Yes (priority 6)
:
: TAB1
: TAB2
:
:
:
:
:

TAB1
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
Destination Adjacency
--------------------SIPP1B
SIPP1A

Action
-----Routing complete
Routing complete
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Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures
Entry
Match Value
--------------1
SIPP1A
2
SIPP1B
Policy set 2
Default policy set
First inbound NA table
First call routing table
First reg routing table
First outbound NA table

:
:
:
:

Action
-----Routing complete
Routing complete

: No
:
: TAB1
: TAB2
:

Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures
Entry
Match Value
--------------1
SIPP1A
2
SIPP1B

:
:
:
:

Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures
Entry
Match Value
--------------1
SIPP1A
2
SIPP1B

:
:
:
:

Policy set 25
Default policy set
First inbound NA table
First call routing table
First reg routing table
First outbound NA table

TAB2
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
Destination Adjacency
--------------------Registrar
Registrar

TAB1
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
Destination Adjacency
--------------------SIPP1B
SIPP1A

Action
-----Routing complete
Routing complete

TAB2
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
Destination Adjacency
--------------------Registrar
Registrar

Action
-----Routing complete
Routing complete

: No
: ADMINTable
:
:
: OutTable

* Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number analysis
table because there were no matching entries in the table. This is also included in the
total figure.

次に、show sbc sbe call-policy-set default コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe call-policy-set default
SBC Service "mySBC"
Policy set 1
Default policy set
First inbound NA table
First call routing table
First reg routing table
First outbound NA table
Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures

: Yes (priority 6)
:
: TAB1
: TAB2
:
:
:
:
:

TAB1
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
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Entry
----1
2

Match Value
----------SIPP1A
SIPP1B

Table Name
Class
Table type
Total Call-policy Failures
Entry
Match Value
--------------1
SIPP1A
2
SIPP1B

:
:
:
:

Destination Adjacency
--------------------SIPP1B
SIPP1A

Action
-----Routing complete
Routing complete

TAB2
Routing
rtg-src-adj
0 (0 *)
Destination Adjacency
--------------------Registrar
Registrar

Action
-----Routing complete
Routing complete

* Numbers in brackets refer to a call being rejected by a routing or number analysis
table because there were no matching entries in the table. This is also included in the
total figure.

ルーティング テーブルの設定
次の項を参照してください。

• 「宛先アドレス テーブルの設定」（P.186）
• 「宛先ドメイン、送信元ドメイン、およびキャリア ID テーブルの設定」（P.193）
• 「番号操作の設定」（P.205）
• 「最低コスト テーブルの設定」（P.198）
• 「時間ベースのテーブルの設定」（P.200）
• 「トランクグループ ID テーブルの設定」（P.202）

宛先アドレス テーブルの設定
このタスクでは、dst-address ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. first-call-routing-table table-name
6. rtg-dst-address-table table-name
7. entry entry-id
8. match-address key [regex | string | digits]
9. prefix
10. dst-adjacency target-adjacency
11. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
12. exit
13. entry entry-id
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14. match-address key [regex | string | digits]
15. prefix
16. dst-adjacency target-adjacency
17. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
18. exit
19. entry entry-id
20. match-address key [regex | string | digits]
21. prefix
22. dst-adjacency target-adjacency
23. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
24. exit
25. entry entry-id
26. match-address key [regex | string | digits]
27. prefix
28. dst-adjacency target-adjacency
29. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
30. exit
31. complete name
32. end
33. show
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始し
ます。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットの
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

first-call-routing-table table-name

新しいコール イベントに対してポリシーのルーティン
グ段階を実行するときに最初に処理するポリシー テー
ブルの名前を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-call-routing-table ROUTE-ON-DEST-NUM

ステップ 6

rtg-dst-address-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-dst-address-table MyRtgTable

ステップ 7

entry entry-id

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、着信番号
（番号分析後）と照合するエントリを含んだルーティン
グ テーブルのコンフィギュレーション モードを開始し
ます。
ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを
開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1

ステップ 8

match-address key [regex | string | digits]

ルーティング テーブルでエントリの照合値を設定しま
す。

例：

ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを
作成するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address
フィールドにテキスト値を入力します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
match-address 334

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC
は番号分析をスキップしてルーティングだけ実行しま
す。SBC では、アドレスに次の文字以外の文字が含ま
れている場合、そのアドレスは（電話番号ではなく）
ユーザ名であると判断します。0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、A、B、C、D、E、F、プラス記号、ハイフ
ン、ピリオド、開き丸カッコ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、
ルーティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード
文字ではなく、文字の「X」として処理されます。たと
えば、照合値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、
「A」には一致しません。
ステップ 9

prefix

このエントリの照合アドレスを宛先アドレスの先頭と
照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
prefix

ステップ 10 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
dst-adjacency SIP-AS540-PSTN-GW2
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行す
るアクションを設定します。指定できるアクションは
次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処
理するルーティング テーブルの名前を設定します。
これには、next-table キーワードと
goto-table-name 引数を使用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完
了します。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクショ
ンを拒否します。
ステップ 12 exit

entry モードを終了し、rtgtable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
exit

ステップ 13 entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを
開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2

ステップ 14 match-address key [regex | string | digits]
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
match-address 434

ルーティング テーブルでエントリの照合値を設定しま
す。
ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを
作成するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address
フィールドにテキスト値を入力します。

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC
は番号分析をスキップしてルーティングだけ実行しま
す。SBC では、アドレスに次の文字以外の文字が含ま
れている場合、そのアドレスは（電話番号ではなく）
ユーザ名であると判断します。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、A、B、C、D、E、F、プラス記号、ハイフン、
ピリオド、開き丸カッコ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、
ルーティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード
文字ではなく、文字の「X」として処理されます。たと
えば、照合値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、
「A」には一致しません。
ステップ 15 prefix

このエントリの照合アドレスを宛先アドレスの先頭と
照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
prefix
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コマンドまたはアクション
ステップ 16 dst-adjacency target-adjacency

目的
ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
dst-adjacency SIP-AS540-PSTN-GW1

ステップ 17 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行す
るアクションを設定します。指定できるアクションは
次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処
理するルーティング テーブルの名前を設定します。
これには、next-table キーワードと
goto-table-name 引数を使用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完
了します。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクショ
ンを拒否します。
ステップ 18

exit

entry モードを終了し、rtgtable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
exit

ステップ 19 entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを
開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3

ステップ 20 match-address key [regex | string | digits]
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
match-address 354

ルーティング テーブルでエントリの照合値を設定しま
す。
ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを
作成するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address
フィールドにテキスト値を入力します。

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC
は番号分析をスキップしてルーティングだけ実行しま
す。SBC では、アドレスに次の文字以外の文字が含ま
れている場合、そのアドレスは（電話番号ではなく）
ユーザ名であると判断します。0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、A、B、C、D、E、F、プラス記号、ハイフ
ン、ピリオド、開き丸カッコ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、
ルーティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード
文字ではなく、文字の「X」として処理されます。たと
えば、照合値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、
「A」には一致しません。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 21 prefix

このエントリの照合アドレスを宛先アドレスの先頭と
照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgpolicy-rtgtable
-entry)# prefix

ステップ 22 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
dst-adjacency H323-AS540-PSTN-GW2

ステップ 23 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行す
るアクションを設定します。指定できるアクションは
次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処
理するルーティング テーブルの名前を設定します。
これには、next-table キーワードと
goto-table-name 引数を使用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完
了します。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクショ
ンを拒否します。
ステップ 24 exit

entry モードを終了し、rtgtable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
exit

ステップ 25 entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを
開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 4
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コマンドまたはアクション
ステップ 26 match-address key [regex | string | digits]
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
match-address 454

目的
ルーティング テーブルでエントリの照合値を設定しま
す。
ユーザ名でルーティングするルーティング テーブルを
作成するには、既存の rtg-dst-address-table または
rtg-src-address-table を使用して、match-address
フィールドにテキスト値を入力します。

SIP メッセージにユーザ名が含まれている場合、SBC
は番号分析をスキップしてルーティングだけ実行しま
す。SBC では、アドレスに次の文字以外の文字が含ま
れている場合、そのアドレスは（電話番号ではなく）
ユーザ名であると判断します。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、A、B、C、D、E、F、プラス記号、ハイフン、
ピリオド、開き丸カッコ、閉じ丸カッコ
アドレスがユーザ名であると SBC が判断した場合、
ルーティング テーブル内の「X」は、ワイルドカード
文字ではなく、文字の「X」として処理されます。たと
えば、照合値「X」はユーザ名「X」に一致しますが、
「A」には一致しません。
ステップ 27 prefix

このエントリの照合アドレスを宛先アドレスの先頭と
照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
prefix

ステップ 28 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
dst-adjacency H323-AS540-PSTN-GW1

ステップ 29 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
action complete

このルーティング エントリが選択された場合に実行す
るアクションを設定します。指定できるアクションは
次のとおりです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処
理するルーティング テーブルの名前を設定します。
これには、next-table キーワードと
goto-table-name 引数を使用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完
了します。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクショ
ンを拒否します。
ステップ 30 exit

entry モードを終了し、rtgtable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
exit

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

192

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 31 complete name

ルーティング ポリシー セット全体を処理したら、この
ポリシー セット全体を終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
complete

ステップ 32 end

rtgtable モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
end

ステップ 33 show

現在の設定情報を表示します。

例：
Router# show

宛先ドメイン、送信元ドメイン、およびキャリア ID テーブルの設定
このタスクでは、dst-domain、src-domain、およびキャリア ID ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. rtg-src-domain-table table-name | rtg-dst-domain-table table-name | rtg-carrier-id-table
table-name
6. entry entry-id
7. match-domain key [regex] | match-cic cic
8. edit action
9. edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
10. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
11. dst-adjacency target-adjacency
12. exit

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

193

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットのコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

rtg-src-domain-table table-name |
rtg-dst-domain-table table-name |
rtg-carrier-id-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-domain-table MyRtgTable

それぞれ送信元ドメイン、宛先ドメイン、またはキャリア

ID と照合するエントリを含んだルーティング テーブル
（必要に応じて新しいテーブルを作成）のコンフィギュ
レーション モードを開始します。
アクティブなポリシー セットのコンテキストでは、ルー
ティング テーブル設定のサブモードを開始できません。
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルが破棄されます。アクティブなポリシー セットのコン
テキスト内では、ルーティング テーブルは破棄されない場
合があります。

ステップ 6

entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：

entry-id は、新しく作成されたルーティング テーブル内の
エントリを一意に識別する番号です。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable)# entry 1

ステップ 7

match-domain key

[regex] | match-cic cic

ルーティング テーブルのエントリの照合ドメインまたは

Carrier Id Code（CIC）を作成または修正します。
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# match-domain ^cisco.com$

• key は、単なるストリングではなく、正規表現です。
• cic は、ルーティング テーブルのエントリに一致する
キャリア ID です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

edit action

ルーティング テーブルでダイヤル ストリング操作アク
ションを設定します。テーブルがアクティブなポリシー
セットの一部である場合、この作業を行うことはできませ
ん。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# edit del-prefix 1

このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルの特定のエントリの編集アクションが削除されます。

edit コマンドには、次の値を設定できます。
• del-prefix pd：プレフィクス pd を削除します。pd は、
着信ディジット ストリングの先頭から削除するディ
ジットの数を指定する正の整数です。

• del-suffix sd：サフィックス sd を削除します。sd は、
着信ディジット ストリングの末尾から削除するディ
ジットの数を指定する正の整数です。

• add-prefix pa：プレフィクス pa を追加します。pa
は、着信ストリングの先頭に追加するディジットのス
トリングです。

• replace ds：ds に置換します。ds は、着信ストリング
を置換するディジットのストリングです。
左の例では、edit コマンドは、ルーティング テーブル
「MyRtgTable」内の着信ストリングの先頭から 1 ディジッ
ト削除するようにエントリ 1 を設定しています。
ステップ 9

edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

任意のルーティング テーブルで Carrier Identification Code
（CIC）操作アクションを設定します。
テーブルがアクティブなポリシー セットの一部である場
合、この作業を行うことはできません。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicynatable-entry)# edit-cic del-prefix 1

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジットの数を指定する正の整数。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジットのストリング。
次のコマンドは、現在のルーティング テーブルのキャリア
ID の最初のディジットを削除するように、エントリ 2 を設
定します。
発信メッセージからキャリア ID を完全に削除する場合、
置換ストリング 0000 またはプレフィクス削除長 4 を指定
する必要があります。次に例を示します。
edit-cic del-prefix 4
edit-cic replace 0000

OR
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コマンドまたはアクション
ステップ 10 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# action complete

目的
このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。指定できるアクションは次のとお
りです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
るルーティング テーブルの名前を設定します。これに
は、next-table キーワードと goto-table-name 引数を使
用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完了し
ます。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクション
を拒否します。
ステップ 11 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# dst-adjacency
SIP-AS540-PSTN-GW2

ステップ 12 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# exit

カテゴリ テーブルの設定
このタスクでは、dst-domain、src-domain、およびキャリア ID ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. rtg-category-table table-name
6. entry entry-id
7. match-category word
8. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
9. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットのコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

rtg-category-table

table-name

例：

SBE ポリシー セット内のコンテキスト内で、カテゴリと
照合するエントリを含んだルーティング テーブルのコン
フィギュレーション サブモードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-category-table MyRtgTable

ステップ 6

entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：

entry-id は、新しく作成されたルーティング テーブル内の
エントリを一意に識別する番号です。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable)# entry 1

ステップ 7

match-category word

カテゴリで照合するルーティング テーブルでエントリの照
合値を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-category emergency$

ステップ 8

action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

基準と一致するコールは拒否されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action reject

ステップ 9

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# exit
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最低コスト テーブルの設定
このタスクでは、最低コスト ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. rtg-least-cost-table table-name
6. entry entry-id
7. cost cost
8. dst-adjacency
9. action complete
10. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットのコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

rtg-least-cost-table table-name

例：

SBE ポリシー セット内のコンテキスト内で、最低コスト
と照合するエントリを含んだルーティング テーブルのコン
フィギュレーション サブモードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-least-cost-table MyRtgTable
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：

entry-id は、新しく作成されたルーティング テーブル内の
エントリを一意に識別する番号です。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable)# entry 1

ステップ 7

cost cost

コストをルートに割り当てます。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# cost 50$

ステップ 8

dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# dst-adjacency
SIP-AS540-PSTN-GW2

ステップ 9

action complete

エントリがこのポリシーに一致する場合ルーティングが完
了することを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# action complete

ステップ 10 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# exit
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時間ベースのテーブルの設定
このタスクでは、dst-domain、src-domain、およびキャリア ID ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. rtg-time-table table-name
6. entry entry-id
7. match-time {[date yr year_low year_high mon month_low month_high day date_low date_high]
[dow DoW_low DoW_high] [tod hr hour_low hour_high min minute_low minute_high]}
8. precedence precedence
9. dst-adjacency dst_adj
10. action [next-table goto-table-name | complete | reject]
11. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットのコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

rtg-time-table table-name

例：

SBE ポリシー セット内のコンテキスト内で、時間と照合
するエントリを含んだルーティング テーブルのコンフィ
ギュレーション サブモードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-time-table MyRtgTable

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

200

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：

entry-id は、新しく作成されたルーティング テーブル内の
エントリを一意に識別する番号です。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable)# entry 1

ステップ 7

match-time {[date yr year_low year_high mon
month_low month_high day date_low date_high]
[dow DoW_low DoW_high] [tod hr hour_low
hour_high min minute_low minute_high]}

エントリの照合時間を設定します。時間の照合に使用され
るストリングです。次の 1 つ以上の指定子を含めることが
できます。

• date_low - date_high：日付の範囲（1 ～ 31）（指定値
も含まれます）。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day 1
31$

• date：日付
• day：曜日
• DoW_low - DoW_high：曜日の範囲（Sun ～ Mon）
（指定値も含まれます）。

• dow：曜日
• hr：時間
• hour_low - hour_high：時間の範囲（0 ～ 23）（指定値
も含まれます）。

• minute_low - minute_high：分の範囲（0 ～ 59）（指定
値も含まれます）。

• min：分
• mon：月
• month_low - month_high：月の範囲（1 ～ 12）（指定
値も含まれます）。

• tod：時
• yr：年
• year_low - year_high：年の範囲。

high 値はオプションです。指定されない場合、low 値に設
定されます。
ステップ 8

precedence precedence

ルーティング エントリの優先順位を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# precedence 0
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。指定できるアクションは次のとお
りです。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# action complete

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
るルーティング テーブルの名前を設定します。これに
は、next-table キーワードと goto-table-name 引数を使
用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完了し
ます。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクション
を拒否します。
ステップ 10 dst-adjacency dst_adj

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# dst-adjacency
SIP-AS540-PSTN-GW2

ステップ 11 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicyrtgtable-entry)# exit

トランクグループ ID テーブルの設定
ここでは、src-trunk-group-id および dst-trunk-group-id ルーティング テーブルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. tgid-routing
6. exit
7. call-policy-set policy-set-id
8. rtg-src-trunk-group-id-table table-name | rtg-dst-trunk-group-id-table table-name
9. entry entry-id
10. action {next-table goto-table-name | complete | reject}
11. dst-adjacency dst_adj
12. match-type {none | any | context | tgid}
13. tgid-context tgid-context-name {tgid tgid-name}
14. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal
Router(config)#

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。sbc-name 引数は、
サービスの名前を定義します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

隣接 SIP コンフィギュレーション サブモードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

ステップ 5

コール ルーティングのトランクグループ ID の解析をイ
ネーブルにします。

tgid-routing

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# tgid-routing
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

ステップ 6

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 7

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セットのコ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#

ステップ 8

rtg-src-trunk-group-id-table table-name

SBE ポリシー セットの TGID または TGID コンテキスト
パラメータと照合するエントリを含んだルーティング テー
ブルのコンフィギュレーション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-trunk-group-id-table MyRtgTable
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

203

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：

entry-id は、新しく作成されたルーティング テーブル内の
エントリを一意に識別する番号です。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
#

ステップ 10 action [next-table goto-table-name | complete |
reject]

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
#

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。指定できるアクションは次のとお
りです。

• イベントがこのエントリに一致する場合に次に処理す
るルーティング テーブルの名前を設定します。これに
は、next-table キーワードと goto-table-name 引数を使
用します。

• complete キーワードを使用して、アクションを完了し
ます。

• reject キーワードを使用して、指定されたアクション
を拒否します。
ステップ 11

dst-adjacency dst_adj

ルーティング テーブル内のエントリの宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# dst-adjacency SIP-AS540-PSTN-GW2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
#

ステップ 12 match-type {none | any | context | tgid}
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-type tgid
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
#

送信元 TGID または TGID コンテキスト パラメータでルー
ティング テーブルのエントリを照合します。次の照合タイ
プを使用できます。

• none：TGID 情報が存在しない場合にエントリを照合
します。

• any：TGID 情報が存在する場合にエントリを照合し
ます。

• context：TGID コンテキストでエントリを照合しま
す。

• tgid：TGID および TGID コンテキストの両方でエン
トリを照合します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13 tgid-context tgid-context-name {tgid tgid-name} トランクグループ ID コンテキストおよびトランクグルー
プ ID を定義して、ルーティング テーブルのエントリを照
合します。
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# tgid-context example-domain tgid trunkgroup1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
#

ステップ 14 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#

番号操作の設定
このタスクでは、宛先隣接が選択された後に着信番号に対して実行するさまざまな番号操作を指定でき
ます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. rtg-src-address-table table-id
6. rtg-src-adjacency-table table-id
7. rtg-src-account-table table-id
8. rtg-round-robin-table table-id
9. rtg-carrier-id-table table-id
10. rtg-dst-address-table table-id
11. entry entry-id
12. edit action
13. edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
14. edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] | [add-prefix pa] | [replace ds]
15. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

例：

SBE モードでルーティング ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

rtg-src-address-table table-id

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-address-table MySrcAddressTable

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、ダイヤラの番
号または SIP ユーザ名と照合するエントリを含んだルー
ティング テーブル（必要に応じて作成）のコンフィギュ
レーション モードを開始します。
アクティブなポリシー セットのコンテキストでは、ルー
ティング テーブル設定のサブモードを開始できません。
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルが破棄されます。アクティブなポリシー セットのコン
テキスト内では、ルーティング テーブルは破棄されない場
合があります。

ステップ 6

rtg-src-adjacency-table table-id

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-adjacency-table MySrcAdjTable

ステップ 7

rtg-src-account-table table-id

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-account-table MySrcAccTable

ステップ 8

rtg-round-robin-table table-id

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-round-robin-table MyRobinTable

エントリが送信元隣接と一致する SBE ポリシー セットの
コンテキスト内で、ルーティング テーブルのコンフィギュ
レーション モードを開始します（ルーティング テーブル
は必要に応じて作成します）。

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、送信元アカウ
ントと照合するエントリを含んだルーティング テーブル
（必要に応じて作成）のコンフィギュレーション モードを
開始します。
イベントが match-value パラメータも next-table アクショ
ンも持たないポリシー テーブルのコンフィギュレーション
モードを開始します。アクションは、番号操作の設定およ
び宛先隣接の設定に限定されています。ルーティング テー
ブル内のエントリがイベントに一致し、next-table アク
ションでラウンドロビン隣接関係テーブルが指定されてい
る場合、イベントに対して隣接のグループが選択されま
す。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

rtg-carrier-id-table table-id

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、キャリア ID と
照合するエントリを含んだルーティング テーブル（必要に
応じて作成）のコンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-carrier-id-table MyCarrierIdTable

アクティブなポリシー セットのコンテキストでは、ルー
ティング テーブル コンフィギュレーション モードを開始
することはできません。
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルが破棄されます。アクティブなポリシー セットのコン
テキスト内では、ルーティング テーブルは破棄されない場
合があります。

ステップ 10 rtg-dst-address-table table-id
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-dst-address-table MyRtgTable

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、着信番号（番
号分析後）または SIP ユーザ名と照合するエントリを含ん
だルーティング テーブル（必要に応じて作成）のコンフィ
ギュレーション モードを開始します。
アクティブなポリシー セットのコンテキストでは、ルー
ティング テーブル設定のサブモードを開始できません。
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルが破棄されます。アクティブなポリシー セットのコン
テキスト内では、ルーティング テーブルは破棄されない場
合があります。

ステップ 11 entry entry-id

ルーティング テーブルでエントリを設定するモードを開始
し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
entry 1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 12 edit action

ルーティング テーブルでダイヤル ストリング操作アク
ションを設定します。テーブルがアクティブなポリシー
セットの一部である場合、この作業を行うことはできませ
例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry) ん。
# edit del-prefix 1
このコマンドの no 形式を使用すると、ルーティング テー
ブルの特定のエントリの編集アクションが削除されます。

edit コマンドには、次の値を設定できます。
• del-prefix pd：プレフィクス pd を削除します。pd は、
着信ディジット ストリングの先頭から削除するディ
ジットの数を指定する正の整数です。

• del-suffix sd：サフィックス sd を削除します。sd は、
着信ディジット ストリングの末尾から削除するディ
ジットの数を指定する正の整数です。

• add-prefix pa：プレフィクス pa を追加します。pa
は、着信ストリングの先頭に追加するディジットのス
トリングです。

• replace ds：ds に置換します。ds は、着信ストリング
を置換するディジットのストリングです。
左の例では、edit コマンドは、ルーティング テーブル
「MyRtgTable」内の着信ストリングの先頭から 1 ディジッ
ト削除するようにエントリ 1 を設定しています。
ステップ 13 edit-cic [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

任意のルーティング テーブルで CIC 操作アクションを設
定します。

例：

テーブルがアクティブなポリシー セットの一部である場
合、この作業を行うことはできません。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit-cic del-prefix 1

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジットの数を指定する正の整数。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジットのストリング。
次のコマンドは、現在のルーティング テーブルのキャリア
ID の最初のディジットを削除するように、エントリ 2 を設
定します。
発信メッセージからキャリア ID を完全に削除する場合、
置換ストリング 0000 またはプレフィクス削除長 4 を指定
する必要があります。次に例を示します。
edit-cic del-prefix 4
edit-cic replace 0000

OR
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ステップ 14 edit-src [del-prefix pd] | [del-suffix sd] |
[add-prefix pa] | [replace ds]

ルーティング テーブルで送信元番号操作アクションを設定
します。

例：

テーブルがアクティブなポリシー セットの一部である場
合、この作業を行うことはできません。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
edit-src del-prefix 1

このコマンドの no 形式を使用すると、照合値が破棄され
ます。

• del-prefix pd：キャリア ID ストリングの先頭から削
除するディジットの数を指定する正の整数。

• del-suffix sd：キャリア ID ストリングの末尾から削除
するディジットの数を指定する正の整数。

• add-prefix pa：キャリア ID ストリングの先頭に追加
するディジットのストリング。

• replace ds：キャリア ID ストリングを置換するディ
ジットのストリング。
ステップ 15 exit

設定の entry モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# exit

ハンティングの設定
このタスクにより、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、障害が発生した場合に他のルート
または宛先隣接をハントすることができます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name or adjacency h323 adjacency-name
5. hunting-trigger error-codes or hunting-trigger error-codes
6. exit
7. h323
8. hunting-mode [altEndps | multiARQ]
9. end
10. show sbc sbc-name sbe h323 | sip hunting-trigger
11. show sbc sbc-name sbe h323 | sip hunting-mode

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

209

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name
or
adjacency h323 adjacency-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip test
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 test

SBC サービスの宛先 SIP または H.323 隣接を設定し、
adjacency sip または adjacency h323 コンフィギュレー
ション モードを開始します。

adjacency sip：設定されたエラー戻りコードによってハン
ティングが発生する宛先 SIP 隣接。このコマンドによっ
て、グローバルに設定された再試行エラー コードが無効に
なります。
adjacency h323：設定されたエラー戻りコードによってハ
ンティングが発生する宛先 H.323 隣接。このコマンドに
よって、グローバルに設定された再試行エラー コードが無
効になります。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

hunting-trigger error-codes
or
hunting-trigger error-codes

次の 4 つのいずれかのモードで、どのエラー戻りコードに
よってハンティングを発生させるかを設定します。

• sip（グローバル SIP スコープ）：sip hunting-trigger
コマンドを使用します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# hunting-trigger
415 480

（このコマンドは、Adjacency SIP コンフィギュレー
ション モードの SIP 隣接のハンティング トリガーを
設定します）

• h323（グローバル H.323 スコープ）：hunting-trigger

or

コマンドを使用します。

Router(config-sbc-sbe-adj-h323)#
hunting-trigger noBandwidth
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)#
hunting-trigger unreachableDestination

（これらのコマンドは、Adjacency H.323 コンフィ
ギュレーション モードの H.323 隣接のハンティング
トリガーを設定します）
（注）

（注） （config-sbc-sbe-adj-sip）または
（config-sbc-sbe-adj-h323）モードを終了して、
（config-sbc-sbe）モードを開始し、グローバル
SIP スコープ レベルで設定します。

隣接レベルと SBE レベル ハンティング トリ
ガーの両方が設定されている、隣接レベルが
優先されます。

• adjacency sip（宛先 SIP 隣接）：hunting-trigger コマ
ンドを使用します。

• adjacency h323（宛先 H.323 隣接）：hunting-trigger
コマンドを使用します。

error-codes には、次の値を指定できます。
sip モードおよび adjacency sip モードの場合、
error-codes には SIP 数値エラー コードのリストをス
ペースで区切って指定します。左の例では、SIP が
「415」（メディア非サポート）エラーまたは「480」
（一時的に使用不可能）エラーを受信した場合、SIP が
ルーティングを再試行するように設定しています。い
ずれのエラー コードもハンティング トリガーとして設
定されます。SIP エラー コードのリストについては、
表 2（P.124）を参照してください。

• h323 および adjacency h323 モードの場合、
error-codes は、個別のコマンドで入力されます。次
に、H.323 テキスト エラー コードのリストを示しま
す。

– noBandwidth：帯域幅が奪われたか、ARQ が拒否
されました。

– unreachableDestination：端末が ARQ のゲート
キーパーに到達できません。

– destinationRejection ：コードが宛先で拒否されま
した。

– noPermission：着信側のゲートキーパーがコード
を拒否しました。

– gatewayResources：ゲートウェイ リソースを使い
果たしました。

– badFormatAddress：H.225 メッセージ内のアドレ
ス フィールドが認識されません。

– securityDenied：セキュリティ設定に互換性があ
りません。
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– 内部定義された値「connectFailed 」：解放の原因
または理由コードがない releaseComplete 応答を
受信したか、リモート エンドポイントから応答が
ありませんでした。
（注）

これらのテキスト エラー コードは、H.323 だけに
適用されます。

no sip hunting-trigger または no hunting-trigger を入力
すると、すべてのエラー コードがクリアされます。no sip
hunting-trigger x y を入力すると、設定されたリストから
コード x および y だけが削除されます。
（注）

ステップ 6

exit

adjacency h323 モードでは、noRetry の値を入力
して、どのようなエラー戻りコードを受信した場
合でも、この隣接に対してルーティングを再試行
しないように指定します。

Adjacency H.323 コンフィギュレーション モードを終了し
て、SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

ステップ 7

h323

h323 コマンドは、H.323 コンフィギュレーション モード
を開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# h323

ステップ 8

hunting-mode [altEndps|multiARQ]

例：
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-mode
multiARQ

H.323 ハンティングがトリガーされた場合に実行する
H.323 ハンティングの形式を設定します。
• altEndps：alternateEndpoints
• multiARQ：1 つのコールに対してゲートキーパーに複
数の ARQ を発行する、非標準 H.323 メカニズムを使
用します。
このコマンドの no 形式を使用すると、ハンティング モー
ドがデフォルトの alternateEndpoints に戻ります。ハン
ティングは完全にディセーブルにはなりません。ハンティ
ング モードが定義されていない場合、デフォルトは
alternateEndpoints です。

ステップ 9

end

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-h323)# end
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ステップ 10 show

目的

sbc sbc-name sbe h323|sip hunting-trigger

H.323 または SIP ハンティング トリガーを表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe h323 hunting-trigger

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe h323|sip hunting-mode

H.323 ハンティング モードを表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe h323 hunting-mode

ルーティング ポリシー セットのアクティブ化
このタスクでは、番号分析およびルーティング ポリシー セットをアクティブにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set default policy-set-id [priority priority-value]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
例：

す。

Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set default policy-set-id [priority
priority-value]

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set default
1

管理ドメインが隣接に指定されていないか、指定された管
理ドメインが存在しない場合に、デフォルトのコール ポリ
シー セット ID を割り当てます。

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー
セット番号。ポリシー セットは、complete 状態でなけ
ればデフォルト ポリシーとして割り当てることはでき
ません。

• priority：使用するアクティブ コール ポリシー セット
を決定するためのプライオリティを指定します。SBC
は、プライオリティが最も高いポリシー セットを使用
します。

• priority：1 ～ 10 のプライオリティ値。10 は最も高い
プライオリティを示します。デフォルトでは、プライ
オリティは 6 に設定されます。

H.323 MultiARQ ハンティングの設定
ここでは、障害が発生した場合に他の H.323 ルートまたは宛先隣接をハントするように、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. hunting-trigger error-codes
6. hunting-mode mode
7. exit
8. show sbc sbc-name sbe h323 hunting-mode
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

SBC サービスの宛先 H.323 隣接を設定し、adjacency h323
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 test

宛先 H.323 隣接では、設定されたエラー戻りコードによっ
てハンティングが発生します。このコマンドによって、グ
ローバルに設定された再試行エラー コードが無効になりま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

hunting-trigger error-codes

次のいずれかのコンフィギュレーション モードで、どのエ
ラー戻りコードによってハンティングを発生させるかを設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-trigger
noBandwidth
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-trigger
securityDenied

• h323（グローバル H.323 スコープ）
• adjacency h323（宛先 H.323 隣接）
左の例では、「noBandwidth」または「securityDenied」エ
ラー コードを受け取った場合にルーティングを再試行する
ように H.323 を設定します。

h323 および adjacency h323 コンフィギュレーション モー
ドの場合、error-codes は、個別のコマンドで入力されま
す。次に、H.323 テキスト エラー コードのリストを示しま
す。
– noBandwidth
– unreachableDestination
– destinationRejection
– noPermission
– gatewayResources
– badFormatAddress
– securityDenied
– 内部定義された値「connectFailed 」

no hunting-trigger を入力すると、すべてのエラー コード
がクリアされます。
（注）

ステップ 6

hunting-mode [altEndps|multiARQ]

例：
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-mode
multiARQ

adjacency h323 モードでは、noRetry の値を入力
して、どのようなエラー戻りコードを受信した場
合でも、この隣接に対してルーティングを再試行
しないように指定します。

ハンティングがトリガーされた場合に実行するハンティン
グの形式を設定します。

• altEndps：alternateEndpoints
• multiARQ：1 つのコールに対してゲートキーパーに複
数の ARQ を発行する、非標準 H.323 メカニズムを使
用します。
このコマンドの no 形式を使用すると、ハンティング モー
ドがデフォルトの alternateEndpoints に戻ります。ハン
ティングは完全にディセーブルにはなりません。ハンティ
ング モードが定義されていない場合、デフォルトは
alternateEndpoints です。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-h323)# exit

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe h323 hunting-mode

H.323 ハンティング モードを表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe h323 hunting-mode

コール アドミッション コントロール ポリシー セット、CAC テーブル、お
よびグローバル CAC ポリシー セットの設定
この任意のタスクでは、コール アドミッション コントロール ポリシー セットと CAC テーブルを設定
し、グローバル CAC ポリシー セットを割り当てます。

（注）

この手順を使用してアクティブ CAC ポリシー セットを変更する場合は、手順を実行する前に「アク
ティブ CAC ポリシー セットの変更」（P.110）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set averaging-period avg-number avg-period
5. cac-policy-set policy-set-id
6. first-cac-scope scope-name
7. first-cac-table table-name
8. cac-table table-name
9. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
10. entry entry-id
11. cac-scope {list of scope options}
12. match-value key
13. max-num-calls mnc
14. max-call-rate-per-scope limit [averaging-period period-num]
15. max-in-call-msg-rate limit [averaging-period period-num]
16. max-out-call-msg-rate limit [averaging-period period-num]
17. max-bandwidth mbw bwsize
18. callee-privacy callee-priv-setting
19. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
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20. exit
21. entry entry-id
22. match-value key
23. max-num-calls mnc
24. max-call-rate-per-scope limit [averaging-period period-num]
25. max-bandwidth mbw bwsize
26. transcode-deny
27. max-regs-rate-per-scope limit [averaging-period period-num]
28. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
29. exit
30. exit
31. complete
32. exit
33. cac-policy-set global cac-policy-num
34. end
35. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set [global]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set averaging-period avg-number
avg-period

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set
averaging-period 1 100
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set
averaging-period 2 175

レート計算の平均期間を指定します。

• avg-number：平均期間番号。1 または 2 です。
• avg-period：レート計算に CAC によって使用される
秒単位の平均期間。1 ～ 3600 秒を設定できます。デ
フォルトでは、60 秒に設定されます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる
コール ポリシー セット番号。

ステップ 6

first-cac-scope scope-name

例：

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。
（注）

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope global

first-cac-scope 定義が該当するのは、
first-cac-table コマンドで設定されたテーブル タイ
プが制限テーブルの場合だけです。この場合、
first-cac-table のスコープは、first-cac-scope によ
り決定されます。first-cac-table がポリシー セット
テーブルの場合、first-cac-scope は無視され、デ
フォルトはグローバルになります。

scope-name 引数には制限が最初に定義されるべき範囲を
設定します。有効な値は次のとおりです。

• adj-group
• call
• category
• dst-account
• dst-adj-group
• dst-adjacency
• dst-number
• global
• src-account
• src-adj-group
• src-adjacency
• src-number
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。
ステップ 7

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table StandardListByAccount

ステップ 8

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、また
はコールが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ステップ 10 entry entry-id

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
メッセージは、このテーブルのすべてのエントリ
に適用されます。

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable)# entry 1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 cac-scope {list of scope options}

ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ内
の範囲を設定します。

• list of scope options：イベント照合に使用される次の

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope category

いずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーからの
イベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイベン
ト。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイ
ベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベン
ト。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受
信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される制
限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメン
バーとの間で送受信されるすべてのイベントに適
用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限は、
個々の加入者（レジストラ サーバで登録されてい
るデバイス）から送受信されるすべてのイベント
に適用されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 12 match-value key
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable-entry)# match-value SIP-CUSTOMER-1

目的

CAC 制限テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
これは、制限テーブル タイプだけに関連します。
key 引数は、テーブル タイプに基づいたストリングまたは
キーワードです。key の形式は、制限テーブル タイプによ
り決定されます（たとえば、event-type または
call-priority 制限テーブル）。
次に、event-type 制限テーブル（table-type limit
event-type）の場合の照合値ストリングオプションを示し
ます。

• call-update：発番号ストリングの先頭を比較します。
• endpoint-reg：宛先隣接名を比較します。
• new-call：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。
次に、call-priority 制限テーブル（table-type limit
call-priority）の場合の照合値ストリングオプションを示
します。

• critical：リソース プライオリティが「critical」の
コールと一致します。

• flash：リソース プライオリティが「flash」である
コールと一致します。

• flash-override：リソース プライオリティが
「flash-override」のコールと一致します。
• immediate：リソース プライオリティが「immediate」
のコールと一致します。

• priority：リソース プライオリティが「priority」の
コールと一致します。

• routine：リソース プライオリティが「routine」の
コールと一致します。
その他すべての制限テーブルでは、名前またはディジット
ストリングを入力します。

• WORD：照合する名前またはディジット ストリング。
（最大サイズ 255）。
ステップ 13 max-num-calls mnc

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
コール数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable-entry)# max-num-calls 100
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 14 max-call-rate-per-scope limit [averaging-period
period-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-call-rate-per-scope 1000 averaging-period
2

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
コール レートを設定します。

• limit：1 分あたりの新しいコール数の制限。値の範囲
は 0 ～ 2147483647 です。
• averaging-period：レートを計算に使用する平均期間
を指定します。デフォルトでは、1 が選択されます。
• period-num：1 ~ 2 の範囲で指定された平均期間に基づ
いてレートを計算します。

ステップ 15 max-in-call-msg-rate limit [averaging-period
period-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-in-call-msg-rate 500 averaging-period 2

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
着信レートを設定します。

• limit：1 分あたりのインコール メッセージ数の制限。
値の範囲は 0 ～ 2147483647 です。
• averaging-period：レートを計算に使用する平均期間
を指定します。デフォルトでは、1 が選択されます。
• period-num：1 ~ 2 の範囲で指定された平均期間に基づ
いてレートを計算します。

ステップ 16 max-out-call-msg-rate limit [averaging-period
period-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-out-call-msg-rate 500 averaging-period 2

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
発信レートを設定します。

• limit：1 分あたりの新しいコール数の制限。値の範囲
は 0 ～ 2147483647 です。
• averaging-period：レートを計算に使用する平均期間
を指定します。デフォルトでは、1 が選択されます。
• period-num：1 ~ 2 の範囲で指定された平均期間に基づ
いてレートを計算します。

ステップ 17 max-bandwidth mbw bwsize

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
双方向帯域幅を設定します。たとえば、max-bandwidth 値
が設定されている場合、SBC では、各方向でこの値の半分
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) が許可されます。
# max-bandwidth 1000000 bps
mbw 引数は、コール メディアが双方向で管理される合計
最大レート（bps 単位）を指定する正の整数です。

bwsize 引数は、mbw が参照する転送サイズを指定します。
有効な値は次のとおりです。
• bps
• Kbps
• Mbps
• Gbps

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

223

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシーの実装方法

コマンドまたはアクション
ステップ 18 callee-privacy [callee-priv-setting]

目的
着信側から発信側に送信されるメッセージで実行されるプ
ライバシー処理のレベルを設定します。

例：

callee_priv_setting 引数は、特定の着信側プライバシー設

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-privacy never

定を示します。有効な値は次のとおりです。

• never：身元を隠しません。
• account-boundary：発信側と着信側のアカウントが異
なる場合だけ身元を隠します。

• always：常に身元を隠します。
ステップ 19 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 20 exit

entry モードを終了して、cactable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 21 entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 2

ステップ 22 match-value key

CAC 制限テーブルにあるエントリの照合値を設定します。

key 引数は、イベント照合に使用されるストリングです。
key の形式は、制限テーブル タイプにより決定されます
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) （たとえば、event-type または call-priority 制限テーブル）
。
# match-value SIP-CUSTOMER-2
詳細については、match-value コマンドのページを参照し
例：

てください。
ステップ 23 max-num-calls mnc

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
コール数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-num-calls 110

ステップ 24 max-call-rate-per-scope limit [averaging-period
period-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-call-rate-per-scope 1000 averaging-period
2

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
コール レートを設定します。

• limit：1 分あたりの新しいコール数の制限。値の範囲
は 0 ～ 2147483647 です。
• averaging-period：レートを計算に使用する平均期間
を指定します。デフォルトでは、1 が選択されます。
• period-num：1 ~ 2 の範囲で指定された平均期間に基づ
いてレートを計算します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 25 max-bandwidth mbw bwsize

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
双方向帯域幅を設定します。たとえば、max-bandwidth 値
が設定されている場合、SBC では、各方向でこの値の半分
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) が許可されます。
# max-bandwidth 2000000 bps
mbw 引数は、コール メディアが双方向で管理される合計
最大レート（bps 単位）を指定する正の整数です。

bwsize 引数は、mbw が参照する転送サイズを指定します。
有効な値は次のとおりです。
• bps
• Kbps
• Mbps
• Gbps
ステップ 26 transcode-deny

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
トランスコーディングを禁止します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# transcode-deny

ステップ 27 max-regs-rate-per-scope limit [averaging-period
period-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-regs-rate-per-scope 300 averaging-period
2

アドミッション コントロール テーブルのエントリの加入
者登録の最大コール数を設定します。

• limit：1 分あたりの新しいコール数の制限。値の範囲
は 0 ～ 2147483647 です。
• averaging-period：レートを計算に使用する平均期間
を指定します。デフォルトでは、1 が選択されます。
• period-num：1 ~ 2 の範囲で指定された平均期間に基づ
いてレートを計算します。

ステップ 28 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 29 exit

entry モードを終了して、cactable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 30 exit

cactable モードを終了して、cacpolicy モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 31 complete

目的
セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 32 exit

SBE CAC ポリシー モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 33 cac-policy-set global policy-num
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global
23

グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-num：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー セッ
ト番号。ポリシー セットは、complete 状態でなければ
デフォルト ポリシーとして割り当てることはできませ
ん。

ステップ 34 end

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 35 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set [global]

SBC に設定された CAC ポリシー セットの詳細を表示しま
す。

• sbc-name：SBC サービスの名前を定義します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set

• global：グローバル CAC ポリシー セットに関する情
報を表示します。

次に、show sbc sbe cac-policy-set コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set
SBC Service "mySBC"
CAC Averaging period 1: 100 sec
CAC Averaging period 2: 1500 sec
CAC Policy Set 2
Global policy set: Yes
First CAC table: 1
First CAC scope: src-adjacency
Table name: 1
Table type: limit adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry
Match value
Action
-------------------1
SIPP1A
Complete
2
SIPP1B
Complete

Failures
-------0
0

CAC Policy Set 12
Global policy set: No
First CAC table: 1
First CAC scope: global
Table name: 1
Table type: limit adjacency
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Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry
Match value
Action
-------------------2
SIPP1B
Complete

Failures
-------0

CAC Policy Set 21
Global policy set: No
First CAC table: 1
First CAC scope: src-adjacency
Table name: 1
Table type: limit adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
CAC Policy Set 22
Global policy set: No
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: table1
Table type: limit adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry
Match value
Action
-------------------1
Complete

Failures
-------0

CAC Policy Set 25
Global policy set: No
First CAC table: TBL2
First CAC scope: global
Table name: Table2
Table type: limit adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry
Match value
Action
-------------------1
SIPP
Complete

Failures
-------0

次に、show sbc sbe cac-policy-set global コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set global
SBC Service "mySBC"
CAC Averaging period 1: 100 sec
CAC Averaging period 2: 1500 sec
CAC Policy Set 2
Global policy set: Yes
First CAC table: 1
First CAC scope: src-adjacency
Table name: 1
Table type: limit adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry
Match value
Action
-------------------1
SIPP1A
Complete
2
SIPP1B
Complete

Failures
-------0
0
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プライバシー サービスの設定
ここでは、CAC ポリシー セット、隣接、番号分析テーブルでプライバシー サービスを設定するタスク
について説明します。

• 「CAC ポリシー セットでのプライバシー サービスの設定」（P.228）
• 「隣接でのプライバシー サービスの設定」（P.233）
• 「番号分析テーブルの設定」（P.235）

CAC ポリシー セットでのプライバシー サービスの設定
このタスクでは、CAC ポリシー セットにプライバシー サービスを設定する方法を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
7. entry entry-id
8. caller-privacy edit-privacy-request {pass | strip | insert | replace | sip {strip {all | critical |
header | id | none | session | token word | user} | insert {critical | header | id | none | session |
token word | user}}}
9. callee-privacy edit-privacy-request {pass | strip | insert | replace | sip {strip {all | critical |
header | id | none | session | token word | user} | insert {critical | header | id | none | session |
token word | user}}}
10. caller-privacy privacy-service {adj-trust-boundary | always | never}
11. callee-privacy privacy-service {adj-trust-boundary | always | never}
12. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる
コール ポリシー セット番号。

ステップ 5

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。list of limit
tables の値は次のとおりです。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシーのイベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、また
はコールが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope
コマンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で
制限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ステップ 7

entry entry-id

例：

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
またはメッセージはすべてのエントリに適用され
ます。

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ モードを開
始します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

caller-privacy edit-privacy-request {pass |
strip | insert | replace | sip {strip {all |
critical | header | id | none | session | token
word | user} | insert {critical | header | id |
none | session | token word | user}}}

ユーザが提供したプライバシー指示を編集し、更新します。

• insert：プライバシー制限を挿入します。
– SIP：ヘッダーが存在しない場合に、
Privacy:header;session;user;id;critical を挿入します。
– H323：表示インジケータを allowed から restricted に

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-privacy edit-privacy-request strip

設定します。

• pass：Privacy ヘッダーまたは表示インジケータを渡しま
す。

• replace：プライバシー制限を置き換えます。
– SIP：要求なしの場合を除き、
Privacy:header;session;user;id;critical を置き換えま
す。

– H323：表示インジケータを restricted に設定します。
• strip：すべてのプライバシー制限を削除します。
– SIP：Privacy ヘッダーを削除します。
– H323：表示インジケータを allowed に設定します。
• sip：次の SIP 設定を指定します。これにより、詳細な設
定が可能となり、すべての一般的なアクションを上書き
できます。

– insert：Privacy ヘッダーにプライバシー トークンを
挿入します。

– strip：Privacy ヘッダーからプライバシー トークン
を削除します。

• critical：プライバシーを SIP Privacy ヘッダーで実現で
きない場合に切断するコールを指定します。

• header：ユーザに関連するすべてのヘッダー情報を SIP
Privacy ヘッダーから隠します。
• id：SIP Privacy ヘッダーから ID ヘッダーを削除します。
• none：プライバシーがコールに適用されません。
• session：SIP Privacy ヘッダーでセッションのメディア プ
ライバシーを指定します。メディア バイパスは実行され
ません。

• token：SIP Privacy ヘッダーで非標準のユーザ定義のプ
ライバシー トークンを指定します。

• word：ユーザ定義のプライバシートークンを指定しま
す。

• user：ユーザに関連する必須ではないヘッダー情報をす
べて SIP Privacy ヘッダーから削除します。
デフォルトでは、このプライバシー設定値は pass に設定され
ます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

callee-privacy edit-privacy-request {pass |
strip | insert | replace | sip {strip {all |
critical | header | id | none | session | token
word | user} | insert {critical | header | id |
none | session | token word | user}}}

ユーザが提供したプライバシー指示を編集し、更新します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-privacy edit-privacy-request strip

• insert：プライバシー制限を挿入します。
– SIP：ヘッダーが存在しない場合に、
Privacy:header;session;user;id;critical を挿入します。
– H323：表示インジケータを allowed から restricted に
設定します。

• pass：Privacy ヘッダーまたは表示インジケータを渡しま
す。

• replace：プライバシー制限を置き換えます。
– SIP：要求なしの場合を除き、
Privacy:header;session;user;id;critical を置き換えま
す。

– H323：表示インジケータを restricted に設定します。
• strip：すべてのプライバシー制限を削除します。
– SIP：Privacy ヘッダーを削除します。
– H323：表示インジケータを allowed に設定します。
• sip：次の SIP 設定を指定します。これにより、詳細な設
定が可能となり、すべての一般的なアクションを上書き
できます。

– insert：Privacy ヘッダーにプライバシー トークンを
挿入します。

– strip：Privacy ヘッダーからプライバシー トークン
を削除します。

• critical：プライバシーを SIP Privacy ヘッダーで実現で
きない場合に切断するコールを指定します。

• header：ユーザに関連するすべてのヘッダー情報を SIP
Privacy ヘッダーから隠します。
• id：SIP Privacy ヘッダーから ID ヘッダーを削除します。
• none：プライバシーがコールに適用されません。
• session：SIP Privacy ヘッダーでセッションのメディア プ
ライバシーを指定します。メディア バイパスは実行され
ません。

• token：SIP Privacy ヘッダーで非標準のユーザ定義のプ
ライバシー トークンを指定します。

• word：ユーザ定義のプライバシートークンを指定しま
す。

• user：ユーザに関連する必須ではないヘッダー情報をす
べて SIP Privacy ヘッダーから削除します。
デフォルトでは、このプライバシー設定値は pass に設定され
ます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 caller-privacy privacy-service
{adj-trust-boundary | always | never}

RFC3323、RFC3325、およびアドミッション コントロー
ル テーブルのエントリの H.323 表示制限の設定に従ってプ
ライバシー設定を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-privacy privacy-service always

• adj-trust-boundary：プライバシー サービスが必要か
どうかを決定するための隣接プライバシーの信頼レベ
ルを指定します。

• always：ユーザが要求した場合、常にプライバシー
サービスを提供します。

• never：ユーザが要求してもプライバシー サービスを
提供しません。
デフォルトでは、このプライバシー設定値は
adj-trust-boundary に設定されます。
ステップ 11 callee-privacy privacy-service
{adj-trust-boundary | always | never}

RFC3323、RFC3325、およびアドミッション コントロー
ル テーブルのエントリの H.323 表示制限の設定に従ってプ
ライバシー設定を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-privacy privacy-service
adj-trust-boundary

• adj-trust-boundary：プライバシー サービスが必要か
どうかを決定するための隣接プライバシーの信頼レベ
ルを指定します。

• always：ユーザが要求した場合、常にプライバシー
サービスを提供します。

• never：ユーザが要求してもプライバシー サービスを
提供しません。
デフォルトでは、このプライバシー設定値は
adj-trust-boundary に設定されます。
ステップ 12 end

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

隣接でのプライバシー サービスの設定
ここでは、SIP および H323 隣接にプライバシー サービスを設定する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. privacy [inherit-profile | trusted | untrusted]
6. exit
7. adjacency h323 adjacency-name
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8. allow private info
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。sbc-name 引数を使用
して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接モードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SIPP

ステップ 5

privacy [inherit-profile | trusted | untrusted]

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# privacy trusted

プライバシー サービスを適用するかどうかを決定するため
の信頼レベルを設定します。

• inherit-profile：プライバシー サービスが必要かどう
かを決定するための信頼レベルを隣接の継承プロファ
イルから取得することを指定します。

• trusted：信頼できる隣接であり、プライバシー サー
ビスを適用する必要がないことを指定します。

• untrusted：信頼できない隣接であり、プライバシー
サービスを適用する必要があることを指定します。
デフォルトでは、信頼レベルは inherit-profile に設定され
ます。
ステップ 6

exit

SIP 隣接モードを終了し、SBE モードを開始します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

adjacency h323 adjacency-name

SBC サービスの宛先 H.323 隣接を設定し、H.323 隣接コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

宛先 H.323 隣接では、設定されたエラー戻りコードによっ
てハンティングが発生します。このコマンドによって、グ
ローバルに設定された再試行エラー コードが無効になりま
す。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 test
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

allow private info

プライベート情報を送信できるように H.323 隣接を設定し
ます。

例：

デフォルトでは、H.323 隣接はユーザのプライベート情報
を送信しません。

Router(config-sbe-adj-h323)# allow private info

ステップ 9

H.323 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードを開始します。

end

例：
Router(config-sbe-adj-h323)# end

番号分析テーブルの設定
このタスクでは、匿名性を検出するように番号分析テーブルを設定する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. call-policy-set policy-set-id
5. na-src-name-anonymous-table table-name
6. entry entry-id
7. match-anonymous [false | true]
8. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でルーティング ポリシー セット コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1

ステップ 5

na-src-name-anonymous-table table-name

表示名または表示番号が匿名かどうかを判断する番号分析
テーブルのコンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
na-src-name-anonymous-table NameTable

ステップ 6

entry entry-id

番号分析テーブルでエントリを設定する番号分析テーブル
モードを開始し、必要に応じてエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable)# entry
1

ステップ 7

ステップ 8

match-anonymous [false | true]

表示名または表示番号を na-src-name-anonymous-table 番
号分析テーブルの Anonymous と照合します。

例：

• false：表示名または表示番号を非匿名に指定します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
match-anonymous false

• true：表示名または表示番号を匿名に指定します。
番号分析テーブル エントリ モードを終了し、特権 EXEC
モードを開始します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-natable-entry)#
end
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複数 SBC メディア バイパス機能の設定
このタスクでは、いくつかの SBC メディア バイパス機能を設定する方法を示します。このタスクに
は、セッション リフレッシュ後のメディア バイパスの再ネゴシエーションを設定する手順も含まれま
す。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. media bypass {max-data-len data-length | tag sequence-number tag-name}
6. exit
7. cac-policy-set policy-set-id
8. cac-table table-name
9. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
10. entry entry-id
11. match-value key
12. media bypass type [all | none | full [hairpin partial] | hairpin [full partial] | partial [full hairpin]
13. caller media bypass {enable | disable}
14. callee media bypass {enable | disable}
15. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
16. exit
17. entry entry-id
18. session-refresh renegotiation {allow | suppress}
19. end
20. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
21. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接モードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定

例：

義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
access

ステップ 5

media bypass {max-data-len data-length | tag
sequence-number tag-name}

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# media bypass
tag 1 TAG1

SIP 隣接に複数 SBC メディア バイパス機能を設定します。
• max-data-len：隣接において発信シグナリング メッ
セージで送信できる複数 SBC メディア バイパス デー
タの最大長を指定します。

• tag：隣接のエンドポイントが属する複数 SBC メディ
ア バイパス機能のグループを制御するために使用でき
るタグを指定します。

• data-length：複数 SBC メディア バイパス データの最
大長を 100 ～ 2048 のバイト数で指定します。デフォ
ルトでは、data-length は 1000 バイトに設定されます。
• sequence-number：タグ リストのメディア バイパス タ
グのシーケンス番号を指定します。タグ リストは、
シーケンス番号に従って並べ替えられたタグのセット
によって形成されます。シーケンス番号は 1 ～ 20 の範
囲になります。

• tag-name：複数 SBC メディア バイパス タグの名前を
指定します。隣接内のタグの長さの合計が 255 文字を
超えることはできません。各タグは、アルファベッ
ト、数字、特殊文字で指定します。カンマ、セミコロ
ン、スペース以外のすべての印刷可能文字を使用でき
ます。
（注）

メディア バイパスは H.323 コールではサポートさ
れていません。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

隣接 SIP モードを終了し、SBE エンティティ モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる
コール ポリシー セット番号。

ステップ 8

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
MyTable

ステップ 9

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type src-adjacency

ステップ 10 entry entry-id

テーブル タイプの制限が match-value コマンドで照合され
るように設定します。複数 SBC メディア バイパス機能で
は、次のテーブル タイプを使用します。

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 11 match-value key

CAC 制限テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
• key：イベントの照合に使用するキーワードを指定しま
す。キーの形式は、table-type 制限によって決定され

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value access

ます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 12 media bypass type [all | none | full [hairpin
partial] | hairpin [full partial] | partial
[full hairpin]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media bypass type full hairpin

目的

CAC ポリシー セットに対して複数 SBC メディア バイパス
機能を設定します。
• all：CAC テーブル エントリについて、一部、ヘアピ
ン、フルなど、すべてのメディア バイパス タイプをイ
ネーブルにします。

• none：CAC テーブル エントリについて、すべてのメ
ディア バイパス タイプをディセーブルにします。

• full：隣接および非隣接のダウン ストリーム ホップお
よびアップ ストリーム ホップに直接メディア接続、バ
イパス タグ リスト内の共通タグ、または同じ VPN と
の接続がある場合、SBC でメディア バイパスをイ
ネーブルにします。

• hairpin：ヘアピン コールのメディア バイパスをイ
ネーブルにします。

• partial：SBC が同じ IP レルムを共有する SBC グルー
プのメンバーであり、そのグループ内にメディア パス
上の SBC が 1 つでもある場合に、メディア バイパス
をイネーブルにします。
（注）

ステップ 13 caller media bypass {enable | disable}
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller media bypass enable

メディア バイパスのタイプが明示的に部分的と設
定されている場合、メディア バイパスが可能かど
うかの判定には、隣接上の IP レルムと VPN 設定
のみを使用できます。メディア バイパス タグが使
用されないため、部分メディア バイパスが機能す
るためには、VPN 名がすべての SBC でグローバル
に一意でなければなりません。

発信側で複数 SBC メディア バイパス機能をイネーブルま
たはディセーブルにします。

• enable：発信側で複数 SBC メディア バイパス機能を
イネーブルにします。

• disable：発信側で複数 SBC メディア バイパス機能を
ディセーブルにします。

ステップ 14 callee media bypass {enable | disable}
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee media bypass enable

着信側で複数 SBC メディア バイパス機能をイネーブルま
たはディセーブルにします。

• enable：着信側で複数 SBC メディア バイパス機能を
イネーブルにします。

• disable：着信側で複数 SBC メディア バイパス機能を
ディセーブルにします。

ステップ 15

action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードと goto-table-name 引数を使用
して次に処理する CAC テーブルを指定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 16 exit

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

• next-table キーワードと goto-table-name 引数を使用
して次に処理する CAC テーブルを指定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 17 entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 2

ステップ 18 session-refresh renegotiation {allow |
suppress}

選択したオプションに応じて、次のいずれかのアクション
が設定されます。

• allow：重複 SDP を含むオファーを通常のオファー /

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# session-refresh renegotiation suppress

アンサー ルールによって処理する必要があることを指
定します。メディア予約が変更される場合があり、イ
ンターワーキング機能の再ネゴシエーションが可能で
す。

• suppress：重複 SDP を含むオファーをオファー / アン
サー ルールのセッション リフレッシュ バリアントに
よって処理する必要があることを指定します。メディ
ア予約は変更されず、インターワーキング機能は再ネ
ゴシエーションされません。SBC は、受信したオ
ファーまたはアンサーに関係なく、最後に送信された
オファーまたはアンサーを転送します。
デフォルトでは、コールのセッション リフレッシュ機能
は、この CAC ポリシー エントリの影響を受けません。
ステップ 19 end

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

ステップ 20 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table
name entry entry

CAC ポリシー テーブルの特定エントリの詳細情報を表示
します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table MyTable entry 1

ステップ 21 show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定の SIP 隣接についてのすべての詳細なフィールド出力
を表示します。

例：
Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies
access detail
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CAC ポリシー セットのアクティブ化
このタスクでは、グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set global policy-set-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。sbc-name 引数を使
用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set global policy-set-id

SBE エンティティ内のグローバル CAC ポリシー セットを
アクティブ化します。
• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

コール ポリシー セット番号。

非対称ペイロード タイプの設定
このタスクでは、非対称ペイロード タイプを許可するように SBC を設定します。

手順の概要
1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
6. cac-table table-name
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7. table-type policy-set
8. entry entry-id
9. action cac-complete
10. payload-type asymmetric allowed
11. complete
12. cac-policy-set global policy-set-id
13. end
14. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービス モードの開始をイネーブルにします。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内での SBE エンティティ モードの開始をイ

sbe

ネーブルにします。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

CAC ポリシー モードの開始をイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

CAC ポリシーのアドミッション コントロール ステージを
実行するときに処理する最初のポリシー テーブルの名前を
設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table first_policy_table

ステップ 6

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内でアドミッション

例：

コントロール テーブルを設定するモードの開始をイネーブ
ルにします（アドミッション コントロール テーブルは必
要に応じて作成します）。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
first_policy_table
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC ポリシー
テーブルのテーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するモードの開始をイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 9

action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 10 payload-type asymmetric allowed

非対称ペイロード タイプを許可するように SBC を設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# payload-type asymmetric allowed

ステップ 11 complete

CAC ポリシーを完了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 12 cac-policy-set global policy-set-id

SBE エンティティ内のグローバル CAC ポリシー セットを
アクティブ化します。

例：
Router (config-sbc-sbe)# cac-policy-set global
1

ステップ 13 end

CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードの終
了と特権 EXEC モードの開始をイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# end

ステップ 14 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table
name entry entry

制限されたコーデックを含む、CAC ポリシー テーブルの
特定エントリの詳細情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table standard_policy_list entry 1
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リソース使用の制限
トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキングなどの新しい
ルータ機能は、以前のリリースで導入されました。これらの機能が提供するリソースを使用するコール
の数に制限が設定されていない場合、過負荷状態となり、ルータが応答を停止することがあります。過
負荷状態の発生を防止するために、リソース使用の制限を設定できます。これは、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）ポリシーを適用できる領域の 1 つです。

（注）

リソース使用制限機能はリリース 3.4S で導入されました。
次の項目について、最高使用レベルを指定するメディア ポリシーを設定できます。

• トランスコーディングを使用するオーディオ ストリームの数
• トランスレーティングを使用するオーディオ ストリームの数
• トランスコーディングを使用するビデオ ストリーム数
• インバンド DTMF インターワーキングを使用するオーディオ ストリームの数
• SRTP 暗号化および復号化を使用するストリームの数
• SBC とのシグナリング リンク上で IPSec 暗号化および復号化を使用する登録済み加入者の数
• IPsec で保護されたシグナリングを使用する加入者が発信したコールの数
• トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキング、SRTP
暗号化および復号化を使用するビデオ ストリームおよびオーディオ ストリームの総数（これらの
各リソースに割り当てられたコストによって重み付けされた値）。
表 10 にデフォルトのリソース コストを示します。これらのデフォルトのリソース コストを変更で
きます。

表 10

デフォルトのリソース コスト

リソース

デフォルトのリソース コスト

オーディオ変換

10

オーディオ トランスレーティング

6

ビデオ トランスコーディング

50

インバンド DTMF インターワーキング

4

SRTP 暗号化および復号化

15

実行時に、コールが要求するリソースに設定されたリソース コストを使用して、着信コールごとに合
計リソース使用率が計算されます。この計算値は、ユーザが設定した最大合計リソース使用率と比較さ
れます。計算値が設定値よりも大きい場合、メディア ポリシーはコールを拒否します。これは、コー
ルが失敗するか、別のメッセージ ゲートウェイまたはシグナリング ルートに転送されることを意味し
ます。
定義したメディア ポリシーは、次のいずれかの方法で適用できます。

• CAC ポリシーとして
たとえば、コール スコープ ポリシーは、特定のコールのリソース使用を制限します。一方、隣接
スコープ ポリシーは、隣接レベルでリソース使用を制限します。
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• メディア ゲートウェイ ポリシーとして
メディア ゲートウェイ レベルで適用されるメディア ポリシーは、メディア ゲートウェイのリソー
ス使用を制限します。
メディア ポリシーを適用した後で、メディア ポリシーで制限を指定した各リソースのリソース使用率
を表示できます。たとえば、メディア ポリシーを適用したメッセージ ゲートウェイによってビデオ ト
ランスコーディングされているメディア ストリームの数を表示できます。
ここでは、リソース使用を制限する手順を説明します。

• 「トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキング、SRTP
暗号化および復号化のリソース コストの設定」（P.246）
• 「トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキング、SRTP
暗号化および復号化の使用制限の設定」（P.249）
• 「IPSec 暗号化および復号化と IPSec で保護されたシグナリングの使用制限の設定」（P.253）
• 「例：リソース使用の制限」（P.267）

トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF イン
ターワーキング、SRTP 暗号化および復号化のリソース コストの設定
設定したリソース コストを使用して、合計重み付きの合計リソース使用率を計算し、設定した最大合
計使用率と比較できます。表 10 にデフォルトのリソース コストを示します。これらのリソース コスト
を動作環境要件に合わせて変更できます。
このタスクでは、トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキ
ング、SRTP 暗号化および復号化のリソース コストを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. media-gateway policy type {default | local | {remote {ipv4 | ipv6} ip-address [port port-number]}}
5. transcode audio cost number
6. transcode video cost number
7. transrate audio cost number
8. interwork inband-dtmf cost number
9. interwork srtp cost number
10. end
11. show sbc sbc-name sbe media-gateway-policy
12. show sbc sbc-name sbe media-gateway-policy [stats | type {default | local | remote {ipv4 | ipv6}
ip-address [port port-number]}]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

media-gateway policy type {default | local |
{remote {ipv4 | ipv6} ip-address [port
port-number]}}

例：
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway policy
type remote ipv4 192.0.2.26 6886

メディア ゲートウェイ ポリシーを設定します。

• default：メディア ゲートウェイ ポリシーを SBC に設
定されているすべてのメディア ゲートウェイに適用す
る必要があることを指定します。デフォルトのメディ
ア ゲートウェイ ポリシーは、他のメディア ポリシー
がメディア ゲートウェイに適用されない場合にメディ
ア ゲートウェイに適用されます（ローカルまたはリ
モート）。

• local：メディア ゲートウェイ ポリシーを SBC にロー
カルに設定されているメディア ゲートウェイに適用す
る必要があることを指定します。

• remote：メディア ゲートウェイ ポリシーをリモート
メディア ゲートウェイに適用する必要があることを指
定します。

• ipv4：リモート メディア ゲートウェイに IPv4 IP アド
レスが含まれることを指定します。

• IPv6：リモート メディア ゲートウェイに IPv6 IP アド
レスが含まれることを指定します。

• ip-address：リモート メディア ゲートウェイの IP アド
レス。IP アドレスは IPv4 形式または IPv6 形式にでき
ます。

• port：リモート メディア ゲートウェイのポート番号を
指定します。

• port-number：リモート メディア ゲートウェイのポー
ト番号。
メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを開始
します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

transcode audio cost number

オーディオ ストリームをトランスコーディングするための
リソース コストを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode
audio cost 10

ステップ 6

transcode video cost number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode
video cost 55

ステップ 7

transrate audio cost number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transrate
audio cost 10

ステップ 8

interwork inband-dtmf cost number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# interwork
inband-dtmf cost 6

ステップ 9

interwork srtp cost number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# interwork
srtp cost 15

• number：リソース コスト。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。表 10 に示すとおり、デフォルトのコストは 10 で
す。
ビデオ ストリームをトランスコーディングするためのリ
ソース コストを指定します。

• number：リソース コスト。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。表 10 に示すとおり、デフォルトのコストは 50 で
す。
オーディオのトランスレーティングのリソース コストを指
定します。

• number：リソース コスト。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。表 10 に示すとおり、デフォルトのコストは 6 で
す。
インバンド DTMF インターワーキングを使用するオー
ディオ ストリームのリソース コストを指定します。

• number：リソース コスト。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。表 10 に示すとおり、デフォルトのコストは 4 で
す。

SRTP 暗号化および復号化を使用するオーディオ ストリー
ムまたはビデオ ストリームのリソース コストを指定しま
す。

• number：リソース コスト。範囲は 1 ～ 4294967295 で
す。表 10 に示すとおり、デフォルトのコストは 15 で
す。

ステップ 10 end

メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe media-gateway-policy
例：

すべてのメディア ゲートウェイ ポリシーの詳細を表示し
ます。

• sbc-name：SBC の名前。

Router# show sbc mySbc sbe media-gateway-policy

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe media-gateway-policy
[stats | type {default | local | remote {ipv4 |
ipv6} ip-address [port port-number]}]

例：
Router# show sbc mySbc sbe media-gateway-policy
type remote ipv4 192.0.2.26 port 6886

指定されたメディア ゲートウェイ ポリシーの詳細を表示
します。

• sbc-name：SBC の名前。
• ip-address：リモート メディア ゲートウェイの IP アド
レス。IP アドレスは IPv4 形式または IPv6 形式にでき
ます。

• port-number：リモート メディア ゲートウェイのポー
ト番号。
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次に、指定したメディア ゲートウェイ ポリシーに対する show sbc sbe media-gateway-policy type コ
マンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySbc sbe media-gateway-policy type remote ipv4 192.0.2.26 port 6886
Gateway Policy Type
=
REMOTE
_____________________________________________________
Remote vpn
=
0
Remote address type
=
IPV4
Remote address
=
192.0.2.26
Remote Port
=
6886
Media Limit Table
=
Transcode Audio Cost
=
10
Transrate Audio Cost
=
6

トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF イン
ターワーキング、SRTP 暗号化および復号化の使用制限の設定
このタスクでは、トランスコーディング、トランスレーティング、インバンド DTMF インターワーキ
ング、SRTP 暗号化および復号化の使用制限を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. media-policy policy-name
5. type {cac-policy | gateway}
6. transcode audio maximum number
7. transcode video maximum number
8. transrate audio maximum number
9. interwork inband-dtmf maximum number
10. interwork srtp maximum number
11. total resource maximum number
12. exit
13. media-gateway policy type {default | local | {remote {ipv4 | ipv6} ip-address [port port-number]}}
14. media limits policy-name
15. end
16. show sbc sbc-name sbe media-policy
17. show sbc sbc-name sbe media-policy policy-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

media-policy policy-name

作成するメディア ポリシーを指定します。

• policy-name：メディア ポリシー名。
例：
Router(config-sbc-sbe)# media-policy
media_policy2

ステップ 5

type {cac-policy | gateway}

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# type gateway

メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを開始
します。
設定するメディア ポリシー テーブルのタイプを指定しま
す。次のメディア ポリシー タイプのいずれかを指定でき
ます。

• cac-policy：メディア ポリシー テーブルを CAC ポリ
シー タイプのポリシー用に設定する必要があることを
指定します。

• gateway：メディア ポリシー テーブルをゲートウェイ
タイプ ポリシー用に設定する必要があることを指定し
ます。
ステップ 6

transcode audio maximum number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode
audio maximum 20000

ステップ 7

transcode video maximum number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode
video maximum 20000

ステップ 8

transrate audio maximum number

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transrate
audio maximum 6000

オーディオ変換できるメディア ストリームの任意の時点で
の最大数を指定します。

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
ビデオ トランスコーディングできるメディア ストリーム
の任意の時点での最大数を指定します。

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
オーディオ トランスレーティングできるメディア スト
リームの任意の時点での最大数を指定します。

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

interwork inband-dtmf maximum number

インバンド DTMF インターワーキング リソースを使用で
きるメディア ストリームの任意の時点での最大数を指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# interwork
inband-dtmf maximum 2000

ステップ 10 interwork srtp maximum number

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。

SRTP インターワーキング リソースを使用できるメディア
ストリームの任意の時点での最大数を指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# interwork
srtp maximum 500

ステップ 11 total resource maximum number
例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# total
resource maximum 35000

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
トランスコーディング、トランスレーティング、インバン
ド DTMF インターワーキング、SRTP 暗号化および復号化
を使用するビデオ ストリームおよびオーディオ ストリー
ムの総数（これらの各リソースに割り当てられたコストに
よって重み付けされた値）を指定します。

• number：メディア ストリームの数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
ステップ 12 exit

SBE メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを
終了し、SBE コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 13 media-gateway policy type {default | local |
{remote {ipv4 | ipv6} ip-address [port
port-number]}}

例：
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway policy
type default

目的
メディア ゲートウェイ ポリシーを設定します。

• default：メディア ゲートウェイ ポリシーを SBC に設
定されているすべてのメディア ゲートウェイに適用す
る必要があることを指定します。デフォルトのメディ
ア ゲートウェイ ポリシーは、他のメディア ポリシー
がメディア ゲートウェイに適用されない場合にメディ
ア ゲートウェイに適用されます（ローカルまたはリ
モート）。

• local：メディア ゲートウェイ ポリシーを SBC にロー
カルに設定されているメディア ゲートウェイに適用す
る必要があることを指定します。

• remote：メディア ゲートウェイ ポリシーをリモート
メディア ゲートウェイに適用する必要があることを指
定します。

• ipv4：リモート メディア ゲートウェイに IPv4 IP アド
レスが含まれることを指定します。

• IPv6：リモート メディア ゲートウェイに IPv6 IP アド
レスが含まれることを指定します。

• ip-address：リモートメディア ゲートウェイの IP アド
レス。IP アドレスは IPv4 形式または IPv6 形式にでき
ます。

• port：リモート メディア ゲートウェイのポート番号を
指定します。

• port-number：リモート メディア ゲートウェイのポー
ト番号。
メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを開始
します。
ステップ 14 media limits policy-name
例：
Router(config-sbc-sbe-mg-pol)# media limits
media_policy2

ステップ 15 end

CAC ポリシー テーブル エントリに関連付けるか、メディ
ア ゲートウェイに適用するメディア ポリシーを指定しま
す。

• policy-name：メディア ポリシー名。
メディア ポリシー コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# end

ステップ 16 show sbc sbc-name sbe media-policy
例：

すべてのメディア ポリシーの詳細を表示します。これらの
詳細には、設定したリソース使用制限が含まれます。

• sbc-name：SBC サービスの名前。

Router# show sbc mySbc sbe media-policy

ステップ 17 show sbc sbc-name sbe media-policy policy-name
例：
Router# show sbc mySbc sbe media-policy

すべてのメディア ポリシーの詳細を表示します。これらの
詳細には、設定したリソース使用制限が含まれます。

• sbc-name：SBC サービスの名前。
• policy-name：メディア ポリシー名。
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次に、指定したメディア ゲートウェイ ポリシーに対する show sbc sbe media-policy コマンドの出力例
を示します。
Router# show sbc mySbc sbe media-policy my_media_policy
Policy Name: my_media_policy
___________________________________________________________
Type
= gateway
Audio transcode limit
= 30
Audio transrate limit
= 30
Video transcode limit
= 30
Inband-dtmf-iw limit
= 10
SRTP-iw
limit
= 20
Total resource limit
= 40

IPSec 暗号化および復号化と IPSec で保護されたシグナリングの使用制限
の設定
このタスクでは、IPSec 暗号化および復号化と IPSec で保護されたシグナリングの使用制限を設定する
方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set {policy-set-id | copy {source policy-set-id destination policy-set-id} | swap {source
policy-set-id destination policy-set-id} | averaging-period {average-number average-period}
5. cac-table table-name
6. entry entry-id
7. ipsec maximum registers number
8. ipsec maximum calls number
9. end
10. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set policy-set-id detail
11. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set policy-set-id table table-name detail
12. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set policy-set-id table table-name entry entry-id
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set {policy-set-id | copy {source
policy-set-id destination policy-set-id} | swap
{source policy-set-id destination
policy-set-id} | averaging-period
{average-number average-period}

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始します。ポリシー セットが存在
しない場合は、作成されます。

• policy-set-id：CAC ポリシー セット番号。範囲は 1 ～
2147483647 です。
（注）

ここでは、cac-policy-set コマンドのキーワードと
引数のうち、このセクションに関連しないものに
ついては触れません。そうしたキーワードおよび
引数の詳細については、『Cisco Unified Border

Element (SP Edition) Command Reference: Unified
Model』を参照してください。

ステップ 5

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table t1

ステップ 6

entry entry-id

例：

SBE ポリシー セット内で CAC テーブル コンフィギュレー
ション モードを開始します。CAC テーブルが存在しない
場合は、作成されます。
• table-name：CAC テーブルの名前。

CAC テーブルでエントリを設定するモードを開始します。
エントリが存在しない場合は、作成されます。
• entry-id：CAC テーブル エントリの ID。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ipsec maximum registers number

SBC とのシグナリング リンク上で IPsec 暗号化および復号
化を使用できるエンドポイント登録の最大数を指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# ipsec maximum registers 10

• number：エンドポイント登録の数。範囲は 1 ～
4294967295 です。デフォルトは 4294967295 です。
（注）

ステップ 8

ipsec maximum calls number

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# ipsec maximum calls 5

ステップ 9

この設定は、コール スコープの決定時には使用さ
れません。また、この設定は、すべての登録がス
テートレスであり、SBC は登録が新規であるかど
うか判断できないため、SBC が Interconnection
Border Control Function（IBCF）を実行するとき
には使用されません。

IPsec で保護されたシグナリングを使用できるコールの最
大数を指定します。
• number：コール数。範囲は 1 ～ 4294967295 です。デ
フォルトは 4294967295 です。

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set
policy-set-id detail

CAC ポリシー セットに関する詳細情報を表示します。
• sbc-name：SBC の名前。
• policy-set-id：ポリシー セットの ID。

例：
Router(config)# show sbc mySbc sbe
cac-policy-set 1 detail

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set
policy-set-id table table-name detail

CAC ポリシー セットのテーブルに関する詳細情報を表示
します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# show sbc mySbc sbe
cac-policy-set 1 table t1 detail

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set
policy-set-id table table-name entry entry-id

• policy-set-id：ポリシー セットの ID。
• table-name：テーブルの名前。

CAC ポリシー セットのテーブル内のエントリに関する詳
細情報を表示します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# show sbc mySbc sbe
cac-policy-set 1 table t1 entry 1

• policy-set-id：ポリシー セットの ID。
• table-name：テーブルの名前。
• entry-id：CAC テーブル エントリの ID。

次に、show sbc sbe cac-policy-set table entry コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySbc sbe cac-policy-set 1 table t1 entry 1
SBC Service "mySbc"
CAC Averaging period 1: 60 sec
CAC Averaging period 2: 0 sec
CAC Policy Set 1
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Active policy set: No
Description:
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: t1
Description:
Table type: policy-set
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry 1
CAC scope:
CAC scope prefix length: 0
Action: Not set
Number of call setup failures (due to non-media limits): 0
.
.
.
media bandwidth policing:
Caller ptime:
Callee ptime:
Caller inband DTMF mode:
Callee inband DTMF mode:
Media policy limit table name:
IPsec maximum registers:
IPsec maximum calls:

Degrade
None (default)
None (default)
Inherit(default)
Inherit(default)
mp1
10
5

ポリシー実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：番号分析の実装」（P.256）
• 「例：管理ドメインの設定」（P.258）
• 「例：コール アドミッション コントロール ポリシー セットおよび CAC テーブルの実装」（P.259）
• 「例：複数 SBC メディア バイパス」（P.262）
• 「例：ハンティングの設定」（P.263）
• 「例：非対称ペイロード タイプの許可」（P.264）
• 「例：リソース使用の制限」（P.267）

例：番号分析の実装
ここでは、次の方法で、カテゴリ ルーティング テーブルを使用する番号分析で扱われるコール処理を
示します。1) では、有効な電話番号を決定するための着信ディジットのセットの番号カテゴリ化に基
づいた番号分析を示します。2) では、カテゴリ化されたコールが、カテゴリに基づいたコール ルー
ティング ポリシーでどのように扱われるかを示します。3) 送信元アドレス操作を示します。
このタスクでは、番号分析テーブルのテキスト アドレス検証および送信元アドレス操作を設定します。

1) の場合、新しいコールに対して、SBC は、「match-prefix」により決定される送信先番号の最初のい
くつかのディジットを検査し、「na-dst-prefix-table Determine-Category」エントリ下で設定されるカ
テゴリに基づいて、コールをカテゴリ化します。たとえば、宛先番号のプレフィクス 911 のコールは
EMERGENCY コール、プレフィクス 919 のコールは Legit_Call、プレフィクス 900 のコールは
Blocked_Number コールとカテゴリ化されます。
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2) の場合、ルーティング ポリシーは、「rtg-category-table Category_Routing」テーブルで指定されて
いるカテゴリ（EMERGENCY コールおよび Legit_Call を許可し、Blocked_Number コールはすべて
拒否する）に基づいて、定義されます。
call-policy-set 1
first-inbound-na-table Determine-Category
first-call-routing-table Category_Routing
rtg-src-adjacency-table Routing-Table-2
entry 1
action complete
dst-adjacency Adj-502
match-adjacency Adj-503
entry 2
action complete
dst-adjacency Adj-503
match-adjacency Adj-502
rtg-category-table Category_Routing ==> 2) categorized calls handled with routing policy
entry 1
action next-table Routing-Table-1
match-category EMERGENCY
entry 2
action next-table Routing-Table-2
match-category Legit_Call
entry 3
action complete
match-category Blocked_Number
rtg-src-adjacency-table Routing-Table-1
entry 1
action complete
dst-adjacency Adj-502
match-adjacency Adj-501
entry 2
action complete
dst-adjacency Adj-501
match-adjacency Adj-502
na-dst-prefix-table Determine-Category =====> 1) number analysis based on categorization
entry 1
action accept
category EMERGENCY
match-prefix 911
entry 2
action accept
category Legit_Call
match-prefix 919
entry 3
action reject
category Blocked_Number
match-prefix 900
na-dst-address-table mytable
entry 1
action accept
edit-src del-prefix 3 =====> 3) source address manipulation
match-address 123456 digits
entry 2
action accept
edit-src del-suffix 1
match-address ^.* regex
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例：管理ドメインの設定
次に、管理ドメインを設定する例を示します。
adjacency sip SIPP1A
admin-domain SIPP1A
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 10.10.100.140
statistics method summary
signaling-port 7065
remote-address ipv4 10.10.100.11 255.255.255.255
signaling-peer 10.10.100.11
signaling-peer-port 7065
registration rewrite-register
attach
adjacency sip SIPP1B
admin-domain SIPP1B
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 10.10.100.140
statistics method summary
signaling-port 7066
remote-address ipv4 10.10.100.12 255.255.255.255
signaling-peer 10.10.100.12
signaling-peer-port 7066
registration rewrite-register
attach
adjacency sip Registrar
inherit profile preset-core
signaling-address ipv4 10.10.100.140
statistics method summary
signaling-port 7020 7029
remote-address ipv4 10.10.100.12 255.255.255.255
signaling-peer 10.10.100.12
signaling-peer-port 7068
registration contact username passthrough
registration target address 10.10.100.12
registration target port 7069
attach
cac-policy-set averaging-period 1 120
cac-policy-set averaging-period 2 40
cac-policy-set 10
first-cac-table TAB1
first-cac-scope src-adjacency
cac-table TAB1
table-type limit adjacency
entry 1
match-value SIPP1A
.
.
.
action cac-complete
complete
cac-policy-set 20
first-cac-table TAB1
cac-table TAB1
table-type policy-set
entry 1
max-call-rate-per-scope 600 averaging-period 1
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 20
call-policy-set 10
first-call-routing-table RTG_TBL
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first-reg-routing-table REG_TBL
rtg-src-adjacency-table RTG_TBL
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency SIPP1B
action complete
rtg-src-adjacency-table REG_TBL
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency Registrar
action complete
complete
call-policy-set 20
first-call-routing-table RTG_TBL
first-reg-routing-table REG_TBL
rtg-src-adjacency-table RTG_TBL
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency SIPP1B
action complete
entry 2
match-adjacency SIPP1B
dst-adjacency SIPP1A
action complete
rtg-src-adjacency-table REG_TBL
entry 1
match-adjacency SIPP1A
dst-adjacency Registrar
action complete
entry 2
match-adjacency SIPP1B
dst-adjacency Registrar
action complete
complete
call-policy-set default 20
admin-domain SIPP1A
cac-policy-set 10
call-policy-set 10
! no admin-domain for SIPP1B defaults to default call-policy

例：コール アドミッション コントロール ポリシー セットおよび CAC テー
ブルの実装
次に、コール アドミッション コントロール ポリシー セットおよび CAC テーブルを設定する例を示し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table STANDARD-LIST-BY-ACCOUNT
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table STANDARD-LIST-BY-ACCOUNT
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit dst-account
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value SIP-CUSTOMER-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 100
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-call-rate-per-scope 20
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 1000000 bps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy never
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

action cac-complete
exit
2
match-value SIP-CUSTOMER-2
max-num-calls 100
max-call-rate-per-scope 20
max-bandwidth 1000000 bps
transcode deny
action cac-complete
exit

次に、SBC あたり（global 制限）の最大同時コール数を 2000 に設定し、送信元隣接あたりの最大同時
コール数を 5 に制限する例を示します。隣接のアクティブ コールが 5 つある場合、SBC のアクティブ
コールの合計数が 2000 未満であっても、次の 6 番めのコールは許可されません。また、SBC のアク
ティブ コールの合計数が 2000 の場合、隣接では、アクティブ コールがなくてもコールを発信できま
せん。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-scope src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 5
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 2000
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

次に、加入者値の同時コール数を 5 に制限する例を示します（global 制限は使用しません）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-scope src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 5
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

これは、次の設定でも可能です。
Router# configure terminal
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Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 3
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit all
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 5
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

上記のいずれの設定でも、加入者あたりの同時コール数は 5 に制限されます。global 制限はありませ
ん。
次の例では、送信元 IP アドレスが 1.1.1.1 の隣接により使用される帯域幅が 1 Mbps 未満の場合に、
コールが許可されます。また、送信元 IP アドレスが 2.2.2.2 で、使用する帯域幅が 2 Mbps 未満の隣接
でも、コールが許可されます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value 1.1.1.1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 1 Mbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value 2.2.2.2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 2 Mbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

この例では、任意の送信元隣接で、10 コール、100 アップデート、5000 msg/min の
max-in-call-msg-rate および max-out-call-msg-rate が許可されます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope sub-category
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table first_policy_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-scope src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-num-calls 10
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 100
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-in-call-msg-rate 5000
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-out-call-msg-rate 5000
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

例：複数 SBC メディア バイパス
次に、エンドポイント 1 からエンドポイント 2 にコールを発信するときに図 7 に示す複数の SBC 間の
メディア バイパスを設定する例を示します。この例では、各 SBC に設定された隣接は、エンドポイン
ト側の隣接の場合は access、プロキシ側の隣接の場合は core と呼ばれます。エンドポイント 2 からエ
ンドポイント 1 へのコールのメディア バイパスを実現するためには、照合値が access と core に設定さ
れた 2 つの CAC エントリを CAC テーブルに同じ設定内容で設定する必要があります。

SBC 1：
sbc SBC1
sbe
adjacency sip access
.
.
.
media bypass tag 1 enterprise1
.
.
.
adjacency sip core
.
.
.
cac-policy-set 1
cac-table MyTable
table-type limit src-adjacency
entry 1
.
.
.
match-value access
media bypass type full hairpin
caller media bypass enable
callee media bypass enable
action cac-complete
entry 2
session-refresh renegotiation suppress
.
.
.

SBC 2：
sbc SBC2
sbe
adjacency sip access
.
.
.
media bypass tag 1 enterprise1
.
.
.
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adjacency sip core
.
.
.
cac-policy-set 1
cac-table MyTable
table-type limit src-adjacency
entry 1
.
.
.
match-value core
media bypass type full hairpin
caller media bypass enable
callee media bypass enable
action cac-complete

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc SBC1 sbe adjacencies access detail
SBC Service SBC1
Adjacency access (SIP)
Media Bypass Tag List:
Tag 1:
tag1
Tag 2:
tag2
Media Bypass Max Out Data Length:

1024

次に、show sbc sbe cac-policy-set table entry detail コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc SBC1 sbe cac-policy-set 1 table MyTable entry 1 detail
SBC Service "SBC1"
CAC Policy Set 1
Active policy set: No
Description:
Averaging period: 60 sec
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: MyTable
Description:
Table type: policy-set
Entry 1
Action: CAC Complete
…
Media Bypass Type: Full Partial
Caller Media Bypass: Enabled
Callee Media Bypass: Enabled

例：ハンティングの設定
次に、SIP モードで障害が発生した場合に他のルートまたは宛先隣接をハントする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table SAMPLE
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-reg-routing-table SAMPLE
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table SAMPLE
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency TA1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency Hunted
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency TA2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency Hunted
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency TA3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency Hunted
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency TA4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency Hunted
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip Hunted
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# hunting-trigger 403 415 503 604
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

次に、障害が発生した場合に H.323 ルートまたは宛先隣接をハントするように Cisco Unified Border
Element（SP Edition）を設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 adjacency-name
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-trigger noBandwidth
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-trigger unreachableDestination
Router(config-sbc-sbe-h323)# hunting-mode altEndps
Router(config-sbc-sbe-h323)# exit

例：非対称ペイロード タイプの許可
次に、mySBC SBC 上の非対称ペイロード タイプのサポートを指定するように SBC を設定する例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table my_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table TAB1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# payload-type asymmetric allowed
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# complete
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1
Router(config-sbc-sbe)# end
Router#

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

264

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装
ポリシー実装の設定例

次に、非対称ペイロード タイプを許可する 1 つの CAC ポリシー セット テーブルを持つ SIP/SIP コー
ルの例を示します。
設定：
cac-policy-set 1
first-cac-table TAB1
cac-table TAB1
table-type policy-set
entry 1
payload-type asymmetric allowed
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 1

コールが次の INVITE で成功し、200 のメッセージを交換する場合：

INVITE 送信：
2010-01-12 16:28:35
UDP message sent:
INVITE sip:service@2.0.0.5:5078 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 2.0.0.3:5078;branch=z9hG4bK-32567-1-0
From: sipp ;tag=32567SIPpTag091
To: sut
Call-ID: 1-32567@2.0.0.3
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:sipp@2.0.0.3:5078
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 127
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP4 2.0.0.3
s=c=IN IP4 2.0.0.3
t=0 0
m=audio 6000 RTP/AVP 18
a=rtpmap:18 G729/8000

200 受信：
2010-01-12 16:28:35
UDP message received [485] bytes :
SIP/2.0 200 OK
Call-ID: 1-32567@2.0.0.3
CSeq: 1 INVITE
From: sipp ;tag=32567SIPpTag091
To: sut ;tag=sip+1+1060000+47e93fd7
Via: SIP/2.0/UDP 2.0.0.3:5078;branch=z9hG4bK-32567-1-0
Server: CISCO-SBC/2.x
Content-Length: 146
Contact:
Content-Type: application/sdp
v=0
o=user1 5338645241744 5338645241744 IN IP4 10.10.20.20
s=c=IN IP4 10.10.20.20
t=0 0
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m=audio 16384 RTP/AVP 118
a=rtpmap:118 G729/8000

次に、非対称ペイロード タイプを禁止する 1 つの CAC ポリシー セット テーブルを持つ SIP/SIP コー
ルの例を示します。
設定：
cac-policy-set 1
first-cac-table TAB1
cac-table TAB1
table-type policy-set
entry 1
payload-type asymmetric disallowed
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 1

コールが次の INVITE およびエラー メッセージで失敗する場合：

INVITE 送信：
2010-01-12 16:39:09
UDP message sent:
INVITE sip:service@2.0.0.5:5078 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 2.0.0.3:5078;branch=z9hG4bK-32584-1-0
From: sipp ;tag=32584SIPpTag091
To: sut
Call-ID: 1-32584@2.0.0.3
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:sipp@2.0.0.3:5078
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 127
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP4 2.0.0.3
s=c=IN IP4 2.0.0.3
t=0 0
m=audio 6000 RTP/AVP 18
a=rtpmap:18 G729/8000

エラー メッセージ：
----------------------------------------------Unexpected UDP message received:
SIP/2.0 400 Bad Request
Call-ID: 1-32584@2.0.0.3
CSeq: 1 INVITE
From: sipp ;tag=32584SIPpTag091
To: sut ;tag=sip+1+10b0000+3621b373
Via: SIP/2.0/UDP 2.0.0.3:5078;branch=z9hG4bK-32584-1-0
Server: CISCO-SBC/2.x
Content-Length: 0
Contact:
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例：リソース使用の制限
ここでは、リソース使用制限機能の実装に関連する例を示します。
次の例では、最大 1000 のオーディオ変換されたストリームをサポートするように、ローカル メディア
ゲートウェイを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# media-policy audio_limit1
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# type gateway
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode audio maximum 1000
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# exit
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway policy type local
Router(config-sbc-sbe-mg-pol)# media limits audio_limit1

次の例では、最大 1500 のオーディオ変換されたストリームをサポートするように、192.0.2.26 のリ
モート メディア ゲートウェイを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# media-policy audio_limit2
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# type gateway
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode audio maximum 1500
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# exit
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway policy type remote ipv4 192.0.2.26 port 2000
Router(config-sbc-sbe-mg-pol)# media limits audio_limit2

次の例では、メディア ゲートウェイが最大 2000 のオーディオ変換されたストリームをサポートできる
ように、デフォルトのメディア ゲートウェイ ポリシーを設定します。このデフォルトのメディア ゲー
トウェイ ポリシーは、他のメディア ポリシーがメディア ゲートウェイに適用されない場合にメディア
ゲートウェイに適用されます（ローカルまたはリモート）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# media-policy audio_limit3
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# type gateway
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode audio maximum 2000
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# exit
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway policy type default
Router(config-sbc-sbe-mg-pol)# media limits audio_limit3

次の例では、911 を除くすべての宛先番号について、オーディオ変換またはオーディオ トランスレー
ティングを実行できるメディア ストリームの数を最大 5 個に制限するように CAC ポリシーを設定しま
す。この制限を 911 以外のすべての番号に適用する CAC テーブル コマンドがこのコマンド シーケン
スに含まれていないことに注意してください。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# media-policy media_streams_limit1
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# type cac-policy
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transcode audio maximum 5
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# transrate audio maximum 5
Router(config-sbc-sbe-media-pol)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 22
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table table1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
.
.
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.
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# media limits media_streams_limit1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

例：CAC のしきい値の設定
次に、セッションごとのチャージを 10、コール アドミッション制限を 50 に設定し、システムを介し
て 1 秒あたり 5 コールを許可する（50/10）例を示します。
Router(config)# call admission new-model
Router(config)# call admission limit 50
Router(config)# call admission pppoe 10 1

コール ルーティング実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：ロード バランシングなしのルーティング」（P.268）
• 「例：最低コスト ルーティング」（P.269）
• 「例：重み付けルーティング」（P.269）
• 「例：時間ベースのルーティング」（P.270）
• 「例：正規表現ベースのルーティング」（P.273）
• 「例：トランク グループ ID ルーティング」（P.274）

例：ロード バランシングなしのルーティング
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table start_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table start_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address XXX
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# next-table internal_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address XXXX
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# next-table external_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table internal_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address sip_to_foo
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency sip_to_foo
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address sip_to_bar
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency sip_to_bar
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table external_routing
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 208111
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency sip_to_foo
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

match-address
dst-adjacency
exit
3
match-address
dst-adjacency

208222
sip_to_bar

X
sip_to_softswitch

例：最低コスト ルーティング
次に、カテゴリで照合し、各エントリに対して、コールを別の最低コスト テーブルにルーティングし
て隣接を選択するように、ルーティング テーブルを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-category-table 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-category internal
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action next-table least_int_cost
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-category external
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action next-table least_ext_cost
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table least_int_cost
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 50
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table least_ext_cost
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 50
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 100
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

例：重み付けルーティング
上記の例では、1 つのテーブル内の 2 つのエントリのコストは同じではないため、重みパラメータはデ
フォルトの 1 のままです。等コストのエントリが 2 つ以上あり、ルーティングに選択されている場合、
コールは、設定されている重みに基づいて分散されます（重みは、テーブルの最低ウェイトに関するエ
ントリの相対ウェイトです）。たとえば、等コストのエントリが 3 つあり、entry1、entry2、entry3 の
重みがそれぞれ 1、2、4 の場合、entry2 は、entry1 の 2 倍の数のコールをルーティングし、entry3 は
entry1 の 4 倍の数のコールをルーティングします。
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次の例では、すべてのコールが entry 1 にルーティングされます。これは entry 1 のコストが最も低いた
めです。ただし、ルーティングが失敗した場合、残りの 3 つのエントリのコストは同じため、どのエン
トリが選択されるかは、重みパラメータにより決定されます。そのため、コールの 80% は、entry 2 に
より SipAdj2 にルーティングされ、残りの 20% は、SipAdj3 および SipAdj4 間で均一に分割されます
（entry 3 および entry 4 の重みはデフォルトの 1 のままです）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-least-cost-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 50
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# weight 8
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 50
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# cost 50
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

例：時間ベースのルーティング
次に、常にトラフィックを Adj1 にルーティングするエントリと、週日 9 AM ～ 6 PM の場合にトラ
フィックを Adj2 にルーティングするエントリの 2 つのエントリの例を示します。2 つの期間が重なる
場合、優先順位の高い方が選択されます。

entry 1 および entry 2 の 2 つの時間範囲は重なっています。この場合、週日 9 AM ～ 6 PM のコール
は、両方のエントリに一致しますが、優先順位が高いため entry 2 が優先されます。
entry 2 のように複数の範囲が指定されている場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、
これらの期間が重なる時間だけエントリを照合します。たとえば、entry 2 は、月曜から金曜の 9 AM
～ 6 PM のコールを照合します。この範囲は、月曜 9 AM ～金曜 6 PM ではありません。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 1 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 9 17 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

次の例では、常に隣接 SipAdj1 を介してトラフィックをルーティングし、月曜 9 AM ～金曜 6 PM は
SipAdj2 を介してトラフィックをルーティングするルールを設定します。
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 1 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 9 23 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 2 4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 4
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 5 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 0 17 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

上記の設定では、entry 2、entry 3 および entry 4 は合わせて、月曜 9:00 AM ～金曜 6:00 PM の範囲を
指定します。これは、次に示すように、個々の範囲で夜間はトラフィックを回避して、月曜から金曜の
すべての時間でルーティングを設定することで実現できます。
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 1 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 1 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 0 8 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 20
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 4
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

match-time dow 5 5
match-time tod hr 18 23 min 0 59
precedence 20
dst-adjacency SipAdj2
action complete

次に、月曜と金曜のそれぞれの 9 AM ～ 6 PM の間は隣接 SipAdj1 および SipAdj2 を介して、またこ
れ以外の時間では SipAdj3 を介してトラフィックをルーティングするルールを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 1 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 9 17 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 3 3
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 9 17 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

次に、2008 年 3 月 1 日から 2009 年 3 月 30 日の土曜と日曜では隣接 SipAdj1 を介して、またこれ以
外の時間では SipAdj2 を介してトラフィックをルーティングするルールを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2008 2009 mon 3 3 day
1 30
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 6 7
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

次に、月曜から金曜の 10:00 PM ～ 6:00 AM では隣接 SipAdj1 を介して、またこれ以外の時間では
SipAdj2 を介してトラフィックをルーティングするルールを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 5 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 22 6 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

（注）

時間と曜日は範囲をラップするため、最小値が最大値より大きくなることがあります。たとえ
ば、範囲が金曜から月曜の 22:00 ～ 6:00 のルーティング エントリは、金曜、土曜、日曜、月
曜の 6 AM 前および 10 PM 以降に一致します。

次の例では、ユーザは、同期化できるかどうかに関係なく GMT ですべてのルータを稼動しています。
ただし、ニューヨークのルータは、月曜から金曜の 9 AM ～ 6 PM（この期間は SipAdj2 にトラフィッ
クをルーティングします）以外でトラフィックを SipAdj1 にルーティングする、タイムベースのルー
ティング テーブルを使用します。そのため、次の例に示すように、この照合時間がローカル時間を参
照するように、time-offset コマンドを入力する必要があります（ニューヨークは GMT より 5 時間の
遅れがあるため）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# time-offset hour 5 min 0 negative
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-time-table table1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# use-time-offset
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time date yr 2006 2020 mon 1 12 day
1 31
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 5
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# use-time-offset
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time tod hr 9 17 min 0 59
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-time dow 6 7
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# precedence 10
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SipAdj2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete

例：正規表現ベースのルーティング
次に、ユーザ名、あるいは送信元または宛先 SIP URI のドメイン部を照合するように、正規表現ベー
スのルーティングを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-dst-address-table MyRtgTable
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address user regex
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-domain-table MyRtgTable
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-domain cisco.com regex
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit

例：トランク グループ ID ルーティング
次に、送信元または宛先 SIP URI の TGID パラメータを照合するように TGID ルーティングを設定す
る例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# tgid-routing
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-trunk-group-id-table MyRtgTable
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SIP-AS540-PSTN-GW2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-type tgid
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# tgid-context example-domain tgid
trunkgroup1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Voice over IP（VoIP）シグナリングとメディアを
隣接ネットワークの境界にあるファイアウォールと Network Address Translator（NAT）の背後のデバ
イスから受信したり、デバイスに誘導したりできます。デバイスまたはファイアウォールをアップグ
レードする必要はありません。つまり、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、コール シグ
ナリング ヘッダー内の IP アドレスとポート、およびこれらのメッセージに付加された Session
Description Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）ブロックを書き換えることにより、この処理
を行います。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ピンホールを開いた状態に保つオプショ
ンをサポートしていません。その代わりに、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、シグナリ
ング ピンホール メンテナンスのメッセージとメディアの Real-Time Protocol（RTP）パケットを登録
します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、対称応答ルーティングのための Session Initiation
Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）拡張子（RFC 3581）をサポートしています。現在、Cisco
IOS Release 2.4 以前の H.323 はサポートしていません。
（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、統合モデルと分散モデルの両方でこの機能をサポートしています。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

ファイアウォール トラバーサルおよび NAT の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。
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内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「ファイアウォールトラバーサルおよび NAT の実装の前提条件」（P.276）
• 「ファイアウォール トラバーサルおよび NAT に関する情報」（P.276）
• 「ファイアウォール トラバーサルおよび NAT の実装」（P.280）
• 「ファイアウォール トラバーサルおよび NAT の実装の設定例」（P.281）

ファイアウォールトラバーサルおよび NAT の実装の
前提条件
次に、ファイアウォール トラバーサルおよび NAT を実装するための前提条件を示します。

• ファイアウォール トラバーサルおよび NAT を実装するには、事前に Cisco Unified Border
Element（SP Edition）を設定している必要があります。
• 隣接は、ファイアウォール トラバーサルおよび NAT を実装してから設定する必要があります。
「Cisco Unified Border Element（SP Edition）での隣接の実装」の手順を参照してください。

ファイアウォール トラバーサルおよび NAT に関する
情報
ファイアウォール トラバーサル
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、VoIP シグナリングとメディアを隣接ネットワーク
の境界にあるファイアウォールと Network Address Translator（NAT）の背後のデバイスから受信した
り、デバイスに誘導したりできます。デバイスまたはファイアウォールをアップグレードする必要はあ
りません。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、コール シグナリング ヘッダー内の IP アド
レスとポート、およびこれらのメッセージに付加された SDP ブロックを書き換えることにより、この
処理を行います。
ファイアウォールは、基本的なパケット フィルタリングを行うことにより、不要なトラフィックが
ネットワークに出入りするのを防ぎます。主にパケットのヘッダーを検査することによってパケットの
フィルタリングを行い、パケットのペイロードの解析や認識を行いません。したがって、すべてのタイ
プの不要なトラフィックをフィルタリングするわけではありません。たとえば、ファイアウォールは
Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）を行いません（Cisco Unified Border
Element [SP Edition] アプリケーションが行う）。
しかし、ファイアウォールは、大きなカテゴリの不要なトラフィックを効率的にフィルタリングし、
SBC などのアプリケーション認識デバイスに処理をほとんど任せないため、有益です。外部ファイア
ウォールは、外部ネットワークからのパケットをフィルタリングしますが、内部ネットワークからのす
べてのパケットがフィルタリングされずにパススルーします。内部ファイアウォールは、内部ネット
ワークからのパケットをフィルタリングしますが、外部ネットワークからのすべてのパケットがフィル
タリングされずにパススルーします（すでに外部ファイアウォールでパススルーしているため）。
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ファイアウォールは、デフォルトではネットワークからのパケットを受け入れませんが、特定のパケッ
トを選択して受け入れるようにするルールが設定されます。したがって、パケットは、デフォルト設定
ではなく、明示的な設定に基づいてネットワークへの出入りを許可されます。

NAT の機能
Cisco Unified Border Element（SP Edition）アプリケーションには、NAT 機能も組み込まれています。
デフォルトで、SBC は NAT デバイスの背後にエンドポイントがあるかどうかを自動的に検出できるよ
うになりました。NAT はネットワークを異なるアドレス スペースに分離します。SBC の NAT コン
ポーネントは、内部ネットワークのアドレス スペースを外部ネットワークのアドレス スペースから分
離します。NAT は、{external address, port} から {internal address, port} へのマッピングおよびその逆
のマッピングのテーブルを維持します。このテーブルはデュアル インデックス テーブルであるため、
特定のマッピングは、内部または外部のアドレス指定情報により検索できます。NAT はこのテーブル
を使用して、転送する IP パケットのヘッダーを書き換えます。
NAT は、外部ネットワークから IP パケットを受信すると、テーブル内でパケットの宛先アドレスと
ポート（外部アドレス スペースからのアドレスになる）を検索します。マッピングが検出された場合、

IP パケットの宛先アドレス ヘッダーは、テーブルからの対応する内部アドレスおよびポートを含むよ
うに変更され、パケットは内部ネットワークに転送されます。マッピングが検出されない場合、パケッ
トは廃棄されます。

NAT は、内部ネットワークから IP パケットを受信すると、テーブル内でパケットの送信元アドレスと
ポート（内部アドレス スペースからのアドレスになる）を検索します。マッピングが検出された場合、

IP パケットの送信元アドレス ヘッダーは、テーブルからの対応する外部アドレスおよびポートを含む
ように変更され、パケットは外部ネットワークに転送されます。マッピングが検出されない場合、新し
いマッピングが作成されます。NAT は、外部アドレス スペースからの新しい外部アドレスおよびポー
トを、パケット（およびこの送信元アドレスおよびポート タプルからのすべての将来のパケット）に
動的に割り当てます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ピンホールを開いた状態に保つオプションをサポート
していません。その代わりに、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、シグナリング ピン
ホール メンテナンスのメッセージとメディアの RTP パケットを登録します。この問題を解決するに
は、カスタマーの NAT がピンホールを開き、IP Phone がシグナリング パケットおよびメディア パ
ケットをパブリック ネットワークに送信できるようにし、カスタマーのファイアウォールがこれらの
パケットを通過させる必要があります。
したがって、パブリック ネットワークからのインバウンド シグナリングおよびメディアは、カスタ
マーの NAT のパブリック ネットワーク側にあるピンホールのアドレスとポートに誘導することによ
り、カスタマーのファイアウォールと NAT をトラバースすることができます。シグナリングとメディ
アでは、ピンホールのライフタイムが異なります。

• シグナリング ピンホールは、いったん作成されると、すべてのコール シグナリングで再利用され
ます。

• メディア ピンホールは、メディア ストリームの送信元および宛先ポートがコール単位で動的に割
り当てられるため、各メディア ストリームに対して新しく作成されます。
シグナリング ピンホールは、IP Phone が最初にオンラインになったときに完全に作成され、IP Phone
が再びオフラインになるまで開いています。メディア ピンホールは、SIP の INVITE メッセージが
SBC に到達したときに作成されます。
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NAT の自動検出
デフォルトで、SBC はエンドポイントが NAT デバイスの背後にあるかどうかを自動的に検出します。
SBC に NAT の「自動検出」が設定されていると、SBC は受信する要求ごとにそのエンドポイントで
NAT が使用されているかどうかを判別します。NAT が使用されていることを SBC が確認した場合、
その要求のバインディングを格納し、応答の送信時に使用します。また、それに続く Out-of-dialog 要
求および Dialog-forming 要求に対する REGISTER 要求のバインディングを格納し、再使用します。

UNI 側の隣接では、NAT の自動検出（Auto NAT）が推奨されています。NNI 側の隣接では、Auto
NAT をオフにすることが推奨されています。

NAT の自動検出に関する制約事項
• SBC は、Via ヘッダーの冒頭と、メッセージのリモート アドレスおよびポートとを比較すること
によってだけ NAT の自動検出ができます。
• Via ヘッダーの冒頭に IP アドレスでなくドメイン名が含まれている場合は、NAT が使用されてい
るかどうかの自動検出ができません。この場合、SBC は NAT が使用されていると想定します。
• NAT の自動検出は、受信する INVITE メッセージや REGISTER メッセージなど、Out-of-dialog
要求または Dialog-forming 要求に対してだけ適用されます。

Auto NAT のディセーブル化
デフォルトでは NAT の自動検出はイネーブルになっています。ただし、nat force-off コマンドを使用
して、NAT デバイスの背後にエンドポイントがないと想定するように隣接を設定できます。

nat コマンドの構文は次のとおりです。
nat {force-on | force-off}
次の 2 種類のオプションのいずれかで「no」形式を使用すると、デフォルトの Auto NAT が設定され
ます。

force-on：すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあると想定するように SIP 隣接を設定し
ます。デフォルトでは、エンドポイントが NAT デバイスの背後にあるかどうか SBC が自動検出しま
す。
force-off：すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にないと想定するように SIP 隣接を設定し
ます。

UNI 側の隣接では、デフォルトの Auto NAT の使用が推奨されています。
NNI 側の隣接では、NAT force-off の使用が推奨されています。
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図 1 に、SBC によるファイアウォール トラバーサルと NAT のサポートのためのデータ パスを示しま
す。
図 1

ファイアウォール トラバーサルおよび NAT
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ファイアウォール トラバーサルおよび NAT の実装
次のタスクでは、ファイアウォール トラバーサルを実装し、隣接のすべてのエンドポイントが NAT デ
バイスの背後にあることを想定するように SBC を設定します。

手順の概要

（注）

隣接を以前に接続している場合は、隣接を変更する前に、no attach コマンドを実行する必要がありま
す。

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. nat force-on
6. signaling-address ipv4 ipv4_IP_address
7. signaling-port port_num
8. remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix
9. signaling-peer [gk] peer_name
10. signaling-peer-port port_num
11. attach
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。service-name 引数を
使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SIP_7301_1

隣接が既存の隣接である場合、no attach コマンドを使用
してこの隣接を切り離してから変更します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

nat force-on

すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあるこ
とを想定するように、SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# nat force-on

ステップ 6

signaling-address ipv4 ipv4_IP_address

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 10.1.0.2

ステップ 7

SIP 隣接のローカル シグナリング ポートを指定します。

signaling-port port_num

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5000

ステップ 8

remote-address ipv4 ipv4_IP_address/prefix

例：

隣接を通じてコンタクトされる一連のリモート シグナリン
グ ピアを、特定の IP アドレス プレフィクスを持つものに
限定します。

Router(config-sbc-sbe--adj-sip)# remote-address
ipv4 1.2.3.0/24

ステップ 9

signaling-peer [gk] peer_name

SIP 隣接が使用するリモート シグナリング ピアを指定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
athene

ステップ 10 signaling-peer-port port_num

使用する隣接にリモート シグナリング ピア ポートを指定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe--adj-sip)#
signaling-peer-port 123

ステップ 11 attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ファイアウォール トラバーサルおよび NAT の実装の
設定例
次の例では、ファイアウォール トラバーサルと NAT を実装します。
configure
sbc mysbc
sbe
adjacency sip SIP_7301_1
nat force-on
signaling-address ipv4 88.88.121.102
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.10.111.0/24
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signaling-peer 10.10.111.41
signaling-peer-port 5060
attach
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、設定された最大時間を超えるコールを通常終了させる
ために使用するコール時間モニタリング機能をサポートします。コールに適用する最大コール時間を設
定できます。
この機能を使用して、Session Border Controller （SBC; セッション ボーダー コントローラ）は、
Session Initiation Protocol（SIP）、H.323、および SIP-H.323 のインターワーキング コールを、これら
のコール内のシグナリングおよびメディア アクティビティにかかわらず終了することができます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

コール時間モニタリングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.5 コール時間モニタリング機能が Cisco IOS XR に追加されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「前提条件」（P.284）
• 「コール時間モニタリングに関する情報」（P.284）
• 「設定例：コール時間モニタリング」（P.288）
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前提条件

前提条件
この機能を実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。
これらの機能を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定されている必
要があります。

コール時間モニタリングに関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、この機能に対して設定された最大時間を超えるコール
を通常終了させるために使用するコール時間モニタリング機能をサポートします。
コールの時間が max-call-duration コマンドで設定された最大値を超えた場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）はそのコールを通常解放します。

• SIP コール ブランチの場合、SBC は SIP BYE をエンドポイントに送信します。
• H.323 コール ブランチの場合、SBC は RELEASE COMPLETE メッセージをエンドポイントに送
信します。
最大時間に達したときに進行中の再ネゴシエーションが存在する場合、SBC は可能な限り通常どおり
コールを終了しようとします。

SBC は、SIP、H.323、および SIP-H.323 のインターワーキング コールを、これらのコール内のシグナ
リングおよびメディア アクティビティにかかわらず終了することができます。
SBC は、次の条件の下でコールを終了します。
• この機能の max-call-duration コマンドで設定された最大時間を超えた場合。

（注）

max-call-duration コマンドがデフォルトのゼロ（0）で設定された場合。この場合は、
コール時間モニタリング機能がディセーブルになるため、他の要因、たとえば、特定の時
間内にメディアが流れない、コールのアンサーがないなどの要因によりコール時間を判断
できます。

• media-timeout コマンドで設定される、特定の時間内に対象コールでメディアが流れない場合。
• 特定の時間内にアンサーのないコールの場合。
コールは、いずれかのタイマーが最初に切れるのに従って終了します。
この機能を設定すると、SBC は、SBC を通過する各コールを個別に監視するタイマーを開始します。
次のようにタイマーが開始されます。

• SIP コールの場合、コールの接続時（新規コールを確立するメッセージの受信時ではありません）。
• H.323 コールの場合、新規コールを確立する最初の SETUP メッセージの受信時
一度タイマーを開始した後はリセットすることができません。
ただし、コールのセットアップ中に SBC がコールを再ルーティングする場合、設定されている最大時
間が（新しいルーティング情報に基づいて）変更されている可能性があるため、最大コール時間タイ
マーが再起動されます。
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コール時間モニタリングの設定
このタスクではコール時間モニタリングを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
7. entry entry-id
8. cac-scope {list of scope options}
9. max-call-duration {num}
10. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
11. exit
12. exit
13. complete
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount

ステップ 6

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、また
はコールが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
メッセージは、このテーブルのすべてのエントリ
に適用されます。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

cac-scope {list of scope options}

ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ内
の範囲を設定します。

• list of scope options：イベント照合に使用される次の

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope call

いずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーからの
イベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイベン
ト。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイ
ベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベン
ト。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受
信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される制
限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメン
バーとの間で送受信されるすべてのイベントに適
用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限は、
個々の加入者（レジストラ サーバで登録されてい
るデバイス）から送受信されるすべてのイベント
に適用されます。
ステップ 9

max-call-duration {num}

コールが存在できる最大時間（秒単位）を設定します。

num の範囲は 0 ～ 2147483 秒です。
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-call-duration 6000

デフォルトで、max-call-duration は 0 です。これは、コー
ル時間モニタリング機能がディセーブルになります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 10 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

目的
アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 11 exit

entry モードを終了して、cactable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 12 exit

cactable モードを終了して、cacpolicy モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 13 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# complete

設定例：コール時間モニタリング
次に、コール時間モニタリング機能の設定例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-call-duration 6000
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
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IP レルムのサポート
IP レルム機能は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）統合モデルでサポートされます。この
機能を使用すると、Data Border Element（DBE）に認識されているアドレスをレルムにグループ化で
き、アドレスの要求元のレルムを指定するために Signaling Border Element（SBE）のメソッドがサ
ポートされます。IP レルムのサポートにより、隣接で IP レルムを設定して、メディア アドレス プー
ルに関連付けることができます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

IP レルムのサポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.5 この機能が、Cisco IOS XR の統合モデルに追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「前提条件」（P.289）
• 「統合モデルでの IP レルムのサポートに関する情報」（P.290）
• 「隣接での IP レルムの設定：統合モデル」（P.291）

前提条件
IP レルムのサポートを実装するには、次の前提条件が必要です。
IP レルムのサポートを実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定され
ている必要があります。
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統合モデルでの IP レルムのサポートに関する情報
隣接で IP レルムを設定し、IP レルムをメディア アドレスまたはメディア アドレスのプールに関連付
けることによって、IP レルム機能が統合モデルでサポートされます。事実上、隣接は、その隣接が属
するレルムで設定され、メディア アドレスまたはメディア アドレスのプールは、レルムに属するよう
設定されます。隣接に着信するコールは、設定済みのレルムに基づいて特定のメディア アドレスまた
はメディア アドレス プールと突き合わされます。

IP レルム機能は、特定のレルムからアドレスを要求するために、特定の隣接でのコールを必要とする、
Session Initiation Protocol（SIP）および H.323 隣接設定の両方に対するサポートを追加します。たと
えば、メディア アドレスを割り当てると、隣接でのレルム設定と一致するレルム設定を持つメディア
プールが使用されます。一致するレルム設定を持つメディア プールがない場合は、レルム タグのない
プールが使用されます。使用できるプールが 1 つ以上ある場合は、選択基準は決定論的ではありませ
ん。
各 DBE アドレスの範囲は、単一のレルムだけに属すことができます。このレルムは、SBC がアクティ
ブになっている間に変更されることがあります。ただし、レルムの変更は、レルムの変更が行われた後
で設定されたコールだけに影響し、既存のコールには影響しません。
各隣接がアドレスを選択できるのは、単一のレルムからだけです。隣接のレルムはいつでも変更される
可能性がありますが、変更されたレルムが影響を与えるのは新しいコールだけです。
一致するレルムがあるアドレス プールが存在しない場合、コールの設定が拒否され、結果としてエ
ラー コード 503 「Service Unavailable」と H.323 RELEASE COMPLETE メッセージ（理由は
「gatewayResources」）が出力されて SIP 要求は失敗します。

メディア アドレスの割り当て
ユーザは、メディア アドレスまたはメディア アドレスの範囲を特定のレルムに割り当てることができ
ます。受信隣接でレルム パラメータが指定されている場合は、SBC は、一致するレルムを持つプール
からメディア アドレスまたはアドレスを選択します。これによって、ユーザは、レルムのワイルド
カードなど、機能を実装するためのレルムの一致をカスタマイズできます。

（注）

その他すべてのアドレス範囲選択基準（VPN ID、サービス クラス（ポートの範囲の場合））も一致す
る必要があります。
隣接に IP レルム設定がないときは、アドレスの選択元プールにはレルムがある場合とない場合があり
ます。
隣接で IP レルムが指定されていても、一致するレルムがあるアドレス プールが存在しない場合は、
コールの設定は拒否され、DBE からエラー コード 510「Insufficient resources」が出されます。

IP レルム ID
メディア アドレスが属するパケット ネットワークを示すために、IP レルム ID が使用されます。IP レ
「mynet.net」）またはその他の任意のストリング
ルム ID はストリングで、ドメイン名形式（たとえば、
形式になっています。レルム ストリングの形式はユーザに依存しますが、特定の制約事項があります。

IP レルム ID は、SBE と DBE の間でプロビジョニングする必要があります。DBE と相互接続されてい
る可能性があるそれぞれの異なる IP レルムには、異なる ID を指定する必要があります。
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レルム ストリングでは大文字と小文字が区別されず、表 1 の文字で構成されます。
表 1

IP レルム ID ストリング：許可される文字セット

許可される
ASCII
文字

許可される
文字

ASCII

許可される文
ASCII
字

A～Z

0x41 ～ 0x5A

&

0x26

?

0x3F

a～z

0x61 ～ 0x7A

!

0x21

@

0x40

0～9
+

0x30 ～ 0x39
0x2B

_

0x5F

^

0x5E

/

0x2F

`

0x60

-

0x2D

‘

0x27

~

0x7E

*

0x2A

$

0x24

\

0x5C

(

0x29

)

0x29

%

0x25

|

0x7C

.

0x2E

隣接での IP レルムの設定：統合モデル
統合モデルの隣接で IP レルムを設定するには、次の両方のタスクを実行する必要があります。

• realm コマンドを使用して、隣接に、その隣接が属するレルムでタグ付けします。
• media-address ipv4 または media-address pool ipv4 コマンドを使用して、レルムに属するメディ
ア アドレスまたはメディア アドレス プールを設定します。

隣接のレルムでのタグ付け
SBC 統合モデルでは、隣接を、その隣接が属するレルムでタグ付けする必要があります。これによっ
て、後続のコールでそのレルムのメディア アドレスを使用できるようになります。
次に、SIP 隣接 Cisco-gw をレルム cisco.com でタグ付けする例を示します。
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip Cisco-gw
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# realm cisco.com

次の例は、SIP 隣接 Cisco-gw がレルム cisco.com でタグ付けされた後の実行コンフィギュレーション
を示しています。
Router# show run
adjacency sip Cisco-gw
signaling-address ipv4 200.100.50.8
realm cisco.com

レルムに属するメディア アドレスまたはメディア アドレス プールの設定
SBC 統合モデルでは、レルムに関連付けるメディア アドレスまたはメディア アドレス プールのいずれ
かを設定する必要があります。ポート範囲を設定していない場合は、SBC はデフォルトのポート範囲
を選択します。
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次の例では、cisco.com レルムに属するメディア アドレス 40.0.0.1 を設定します。
Router(config-sbc)# media-address ipv4 40.0.0.1 realm cisco.com
Router(config-sbc-media-address)# port-range 10000 20000 any

次の例では、SBC が選択できるメディア アドレスのプールを設定します。SBC は、cisco.com レルム
に関連付けるメディア アドレスとして、40.0.0.2 ～ 40.0.0.31 から任意のアドレスを選択できます。
Router(config-sbc)# media-address pool ipv4 40.0.0.2 40.0.0.31 realm cisco.com
Router(config-sbc-media-address)# port-range 10000 20000 any

次の例は、メディア アドレス 40.0.0.1 を cisco.com レルムに対して設定した後の実行コンフィギュ
レーションを示しています。
Router# show run
media-address ipv4 40.0.0.1 realm cisco.com
port-range 10000 20000 any

show コマンド：統合モデル
次に、統合モデルで IP レルム情報を表示するために使用できるコマンドを示します。

show sbc dbe addresses コマンドは、DBE で設定されている H.248 コントロール アドレス、メディア
アドレス、および IP レルム情報をリストします。
Router# show sbc global dbe addresses
SBC Service "global"
No controllers configured.
Media-Address: 40.0.0.1
VRF: Global
Port-Range (Service-Class): 10000-20000 (any)
Realm: cisco.com

show sbc sbe adjacencies コマンドは、IP レルム情報を含め、SBE で設定されている隣接情報をリスト
します
Router# show sbc global sbe adjacencies Cisco-gw detail
SBC Service "global"
Adjacency Cisco-gw (SIP)
Status: Detached
Signaling address: 111.45.103.119:default
Signaling-peer: :5060 (Default)
Force next hop: No
Account:
Group: None
In header profile: Default
Out header profile: Default
In method profile: Default
Out method profile: Default
In body profile: None
Out body profile: None
In UA option prof: Default
Out UA option prof: Default
In proxy opt prof: Default
Out proxy opt prof: Default
Priority set name: None
Local-id: None
Rewrite REGISTER: Off
Target address: None
NAT Status: Auto Detect
Reg-min-expiry: 3000 seconds
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Fast-register: Enabled
Fast-register-int: 30 seconds
Register aggregate: Disabled
Registration Required: Disabled
Register Out Interval: 0 seconds
Parse username params: Disabled
Supported timer insert:Disabled
Suppress Expires: Disabled
p-asserted-id header-value: not defined
p-assert-id assert: Disabled
Authenticated mode: None
Authenticated realm: None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID: None
Inherit profile: Default
Force next hop: No
Home network Id: None
UnEncrypt key data: None
SIPI passthrough: No
Passthrough headers:
Media passthrough: No
Client authentication: No
Incoming 100rel strip: No
Incoming 100rel supp: No
Out 100rel supp add: No
Out 100rel req add: No
Parse TGID parms: No
IP-FQDN inbound:
IP-FQDN outbound:
FQDN-IP inbound:
FQDN-IP outbound:
Outbound Flood Rate: None
Hunting Triggers: Global Triggers
Add transport=tls param: Disabled
Redirect mode: Pass-through
Security: Untrusted-Unencrypted
Ping: Disabled
Ping Interval: 32 seconds
Ping Life Time: 32 seconds
Ping Peer Fail Count: 3
Ping Trap sending: Enabled
Ping Peer Status: Not Tested
Rewrite Request-uri: Disabled
Registration Monitor: Disabled
DTMF SIP NOTIFY Relay: Enabled
DTMF SIP NOTIFY Interval: 2000
DTMF SIP default duration: 200
DTMF Preferred Method: SIP NOTIFY
Realm : cisco.com
Statistics setting: Disabled
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緊急コール管理
VoIP を過度に使用して、優先順位が設定された注意が必要なさまざまな状況を把握することが重要で
す。ただちに対処する必要がある最も重要な状況の 1 つに、早急な対応を必要とする緊急サービス番号
があります（VoIP を使用した 911 番へのダイヤルなど）。緊急番号および特定の SIP Resource-Priority
ヘッダーが付加されたコールには、専用および即時優先アクセスを提供することが不可欠です。緊急
コール数を分析し、検査するように、緊急コール機能が Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに実装されま
した。
緊急コール管理の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
3.2S

緊急コールの H.323-SIP 間サポート機能が、Cisco ASR1000 シリーズ ア
グリゲーション サービス ルータに導入されました。
緊急コールの統計情報機能が Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに導入され
ました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「緊急通話における H.323-SIP サポート」（P.295）
• 「概要：緊急コール統計情報」（P.296）
• 「緊急コールの制約事項」（P.296）
• 「パフォーマンスへの影響」（P.296）

緊急通話における H.323-SIP サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、緊急通話の H.323-SIP コール ルーティングをサポー
トしています。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、設定されたセッション ルーティング
ポリシーに従って、音声コールおよびビデオ コールをルートします。コールは、着信番号を基準に
「緊急」に分類されます。発信側が SIP である場合は、Resource-Priority ヘッダーが基準になります。
緊急事態の分類に基づいて、特別なルーティング、およびコール アドミッション制御（CAC）ロジッ
クが適用されます。
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概要：緊急コール統計情報
特定の緊急番号（911、999 など）は、通常のコールよりも高い優先順位が必要です。Session Border
Controller（SBC; セッション ボーダー コントローラ）を使用して、カテゴリを設定して定義し、緊急
番号に優先順位を割り当てることができます。現在処理中の緊急コールの数と、カテゴリに分類されて
いる緊急コールの数を把握することが重要です。
緊急コール機能は特定のカテゴリまたは特定の優先順位に割り当てられた緊急コール数を分析するため
に導入されました。緊急コール統計情報で表示される内容はさまざまです。緊急コール統計情報は、
SBC システムまたは特定の隣接に対してグローバルに表示できます。SBC システムのカテゴリ全体お
よび優先順位全体の緊急コールをグローバルに表示するには、show sbc sbcname sbe call-stats global
emergence コマンドを使用します。特定の隣接に関するカテゴリと優先順位全体のコールを表示する
には、show sbc sbc sbe call-stats adjacency word emergence コマンドを使用します。隣接単位の統計
情報は、その隣接で受信されたコールと送信されたコールが個別に表示されます。
緊急コール ID は異なるメカニズムを使用して実行できます。

• 専用コール セットアップ優先順位情報（SIP Resource-Priority ヘッダーなど）。
• 既知の緊急番号の着信番号の分析（911、999 など）。
• CAC ポリシーに基づいた設定。

（注）

Billing Manager は、緊急コール統計情報を表示するためにはイネーブルでアクティブ ステートになっ
ている必要があります。

緊急コールの制約事項
緊急機能には、次の制約事項が適用されます。

• Billing Manager がアクティブでない場合、緊急コール統計情報の表示は常にディセーブルです。

パフォーマンスへの影響
緊急コール機能では、Billing Manager を設定し、アクティブ ステートにしていることが必要です。緊
急コール機能を実行するパフォーマンス コストは 2% です。緊急コール統計情報が要求されていない
場合、パフォーマンス コストは発生せず、Billing Manager を設定してアクティブにすることだけが求
められます。この機能の基本の占有率は 0.1% 未満であり、この機能のコール単位の占有コストは
0.25% 未満です。緊急コール統計情報が（グローバルまたは隣接単位に）要求された場合、要求され
た統計情報は 0.5 秒以内に表示されます。
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予期しない送信元アドレス アラーティング
予期しない送信元アドレスを受信した場合にアラートを出力するように、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）を設定できます。予期しない送信元アドレスを受信した後に、ログが作成され、
Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップが作成さ
れます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
この章で言及する他のコマンドについては、コマンド リファレンス マスター インデックス（オンライ
ン検索）を使用して、該当するマニュアルを参照してください。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルと分散モデルの両方でサポートされています。
予期しない送信元アドレス アラーティングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ
の統合モデルで導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「前提条件：予期しない送信元アドレス アラーティングの実装」（P.300）
• 「予期しない送信元アドレス アラーティングの制約事項」（P.300）
• 「予期しない送信元アドレス アラーティング」（P.300）
• 「予期しない送信元アドレス アラーティングの設定」（P.300）
• 「予期しない送信元アドレス アラーティングの設定例」（P.302）
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前提条件：予期しない送信元アドレス アラーティングの実装
予期しない送信元アドレス アラーティング機能を実装するには、次の前提条件を満たしている必要が
あります。
予期しない送信元アドレス アラーティングを実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP

Edition）をあらかじめ構成しておく必要があります。

予期しない送信元アドレス アラーティングの制約事項
次の予期しない送信元アドレス アラーティングの制約事項を確認します。

• 各インスタンスがネットワーク セキュリティへの脅威を示す可能性がある場合には、この設定オ
プションを信頼できるネットワーク上だけでイネーブルにしてください。

• 一度にアラートの合計数がレポートされるため、同じフローのアラートはレート制限され、管理シ
ステムがレポートによってフラッディングしないようになっています。アラートと不正なパケット
の間には 1 対 1 の対応関係はありません。

• 不正パケットの問題の診断と解決は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）機能の範囲では
ありません。

• 予期しない送信元からのすべてのパケットは廃棄されます。

予期しない送信元アドレス アラーティング
現在の通話が使用しているメディア アドレス、ポート、または Virtual Routing Forwarding（VRF; 仮
想ルーティング転送）（該当する場合）で Data Border Element（DBE）が予期しない送信元アドレス
またはポートからのパケットを受信すると、DBE によってログが作成され、該当する
media-flow-stats MIB 上に SNMP トラップが生成されます。
ログ（レベル 63）はコンソールへの自動出力です（デフォルト）。ログは MEDIA デバッグ ログ グ
ループのメンバーです。ログには、パケットを受信したローカル アドレス、ポート、および VRF が含
まれています。また、受信されたパケットの送信元アドレスとポートも含まれています。
通話用にポートが開いてから初めて予期しないパケットがポートで受信されたときに、アラートが生成
されます。同じメディア ポートで別の予期しないパケットを受信した場合は、別のアラートが生成さ
れます。すべての追加アラートはレート制限されています。通話が終了すると、メディア ポートは新
しい通話に割り当てられ、ステートがリセットされます。別の予期しないパケットを引き続き受信する
場合には、新しいアラートが生成されます。
生成される SNMP トラップには次のフィールドがあります。

• 予期しないパケットを受信したアドレスとポート。
• 予期しないパケットを送信したアドレスとポート。

予期しない送信元アドレス アラーティングの設定
手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
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3. sbe
4. unexpected-source-alerting
5. end
6. show sbc sbc-name dbe media-flow-stats vrf vrf-name [ipv4 A.B.C.D [port] port number]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

unexpected-source-alerting

予期しない送信元アドレスのアラーティングを設定しま
す。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、受信する予期しな
い送信元アドレスのアラーティングを削除します。

Router(config-sbc-sbe)#
unexpected-source-alerting

ステップ 5

SBE コンフィギュレーション モードを終了し、SBC コン

exit

フィギュレーション モードを開始します。
例：
Router(config-sbc-sbe)# exit

ステップ 6

SBC コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc)# end

ステップ 7

show sbc service-name dbe media-flow-stats vrf
vrf-name [ipv4 A.B.C.D [port port-number]]

DBE 上に設定されたメディア フロー統計情報に関する詳
細情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc dbe media-flow-stats vrf
vpn3 ipv4 10.1.1.1 port 24000
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予期しない送信元アドレス アラーティングの設定例
ここでは、メディア フロー統計情報に追加された情報の例をはじめとして、予期しない送信元アドレ
ス アラーティングの設定例を示します。
予期しない送信元アドレス アラーティングを設定するには、次のコマンドを使用します。
configure terminal
sbc mysbc
sbe
unexpected-source-alerting
end
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Denial of Service（DoS; サービス拒絶）防止およびダイナミック ブラックリスティングは、悪意のあ
るエンドポイントによるネットワーク攻撃をブロックするために Cisco Unified Border Element（SP
Edition）が使用します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、提供している他のサービスを中断しないで、シグナリ
ング トラフィックを監視し、潜在的な攻撃をダイナミックに検出します。攻撃は、内部的または外部
的にブロックできます。
一般に、DoS 攻撃はインターネット サービスに対して実行され、攻撃によりサービス利用者へのサー
ビス提供ができなくなります。サービスの提供者が攻撃対象になることが多く、完全に悪意のある破壊
行為であったり恐喝未遂のようなものであったりします。
ブラックリスティングは、インバウンド パケットを送信元 IP アドレスなどのパラメータに基づいて照
合し、パラメータと一致するパケットの処理を防ぐプロセスです。
ダイナミック ブラックリストは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を通過するトラフィッ
クの流れを中断しようとする行為が検出されたときに自動的に実行されます（複数の設定上の制約があ
ります）。ダイナミック ブラックリスティングには管理インターフェイスが必要ありません。攻撃の開
始から数ミリ秒以内に実行され、攻撃の変化に対応して変化できるのでネットワークを即座に保護しま
す。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
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リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4 この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

Cisco IOS XE Release
3.2S

マイナー、メジャー、およびクリティカルのアラート トラップが導入さ
れました。policy-rejection イベントは cac-policy-rejection に名前が変更
されました。また、routing-failure イベントは rtg-policy-rejection に名前
が変更されました。na-policy-rejection イベントが追加されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングの前提条件」（P.304）
• 「DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングに関する制約事項」（P.304）
• 「DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングに関する情報」（P.305）
• 「ダイナミック ブラックリスティングのデフォルトのしきい値の上書き」（P.306）
• 「ダイナミック ブラックリスティングの動作」（P.307）
• 「ダイナミック ブラックリスティングの設定方法」（P.309）
• 「ダイナミック ブラックリスティングの設定、削除、および表示の例」（P.313）

DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングの前提
条件
ダイナミック ブラックリスティングには、次の前提条件が必要です。

• 事前に Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定している必要があります。
• SBE を設定するとき、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の使用を開始する前に、デ
フォルトのブラックリスティングしきい値を上書きするように、ブラックリスティングを設定する
必要があります。

DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングに関す
る制約事項
ダイナミック ブラックリスティングの制約事項は次のとおりです。

• Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）トラフィックだけが分析対象です。
H.323 を通じた攻撃は保護されません。ただし、SIP を通じた攻撃により、結果的に H.323 トラ
フィックがブロックされることもあります。

• ポート固有のブラックリスト設定はできません。
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DoS 防止およびダイナミック ブラックリスティングに関す
る情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、DoS 検出ポリシーを開始する「理由」となる、次の
イベントを監視します。

– authentication-failure：Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ローカルで UA ま
たはピアを認証し、その後、あらゆる認証の失敗を 1 イベントとカウントします。
– bad-address：このイベントは、予期しない送信元から送られたパケットが Cisco Unified
Border Element（SP Edition）に到達したときに生成されます。このパケットは廃棄されます。
– rtg-policy-rejection：このイベントは、トラフィックがルーティング ポリシーに一致を検出
できないときに生成されます。Cisco IOS XE Release 3.2S では、routing-failure イベントは
rtg-policy-rejection に名前が変更されました。
– endpoint-registration：このイベントは、エンドポイントが Cisco Unified Border Element
（SP Edition）を通じて登録しようとしたが拒否されたときに生成されます。
– corrupt-message：このイベントは、アプリケーションでシグナリング メッセージをデコード
できない場合、またはシグナリング メッセージにプロトコル例外 / 違反が含まれる場合に生成
されます。

– cac-policy-rejection：CAC ポリシー違反（CAC ポリシーとの照合結果がネガティブ）を監視
する複雑なカテゴリです。このカテゴリには、レート、カウント、帯域幅制限が含まれ、それ
ぞれの間に区別はありません。Cisco IOS XE Release 3.2S では、policy-rejection イベントは
cac-policy-rejection に名前が変更されました。

– spam：エンドポイントは不要なコールやスパム コールを送信する場合があります（これを
SPam over Internet Telephony（SPIT）と呼ぶこともあります）。スパムは予期しない大量のシ
グナリング メッセージの結果発生します。以前に送信された要求と一致しない SIP 応答を受
信したり、大量に再送信された SIP メッセージを受信したりする例もスパムに含まれます。
– na policy-rejection：このイベントは、無効な送信元番号または宛先番号が原因でコール拒否
が繰り返される場合に発生します。このイベントは、DoS 攻撃と見なされます。
ブラックリスティングの原因となるイベントには、ローレベル攻撃とハイレベル攻撃の 2 種類があります。

• ローレベル攻撃
装置に回線速度で送信される大量のトラフィック。装置はパケットごとに相当量の処理を実行します。

• ハイレベル攻撃
シグナリング プレーンまたはアプリケーション層内のボトルネックに対する攻撃。
ブラックリストの有効化は、監視対象のイベント（'E'vent）（authentication-failure など）が、設定さ
れた回数（'N'umber）を超過して（trigger-size <>）ウィンドウ（'W'indow）内に発生し
（trigger-period <>）、その後、一定の期間（'T'ime period）（timeout <>）ダイナミック アクセス コン
トロール リストをアクティブ化した場合に定義されます。
任意の指定されたエンドポイントでは、最大 3 種類のブラックリスト イベントをポート単位、アドレ
ス単位、および VPN 単位で指定された時刻に監視できます。アドレス送信元タイプの内部には、次の
優先順位があります。

• 指定された IPv4 アドレス単位で制限を設定
• ペアレント VRF アドレス スペースのデフォルト制限
• グローバル アドレスのアドレス スペースのデフォルト制限（ペアレント VRF と異なる場合）
• ハードコード化されたアドレス制限。
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SBC Packet Filter（SPF; SBC パケット フィルタ）は、低レベル攻撃を防ぐために設計された新しいコ
ンポーネントです。SPF は Media Packet Forwarder（MPF; メディア パケット フォワーダ）コンポー
ネントとともに Network Processing Unit（NPU）に常駐し、スタンドアロンの Data Border Element
（DBE）および統合 SBC の導入シナリオに低レベルの DoS 防止機能を提供します。
Signaling Border Element（SBE）に新規コンポーネントが追加され、これによって、ハイレベル攻撃
が検出され、この攻撃に基づいたダイナミック ブラックリストが作成されます。ダイナミック ブラッ
クリストは、コマンド ライン インターフェイス（CLI）を使用して設定します。このインターフェイ
スで他の SBE コンポーネントからイベントを受信して、特定のメッセージのブラックリスティングを
開始または停止するためのアラートが生成されます。ハイレベル攻撃の一部を形成する可能性があるイ
ベントは他の SBE コンポーネントによって検出され、SBE ダイナミック ブラックリスティング コン
ポーネントに送信されて、発生頻度に関する統計情報が収集されます。

ブラックリストのアラート トラップ
Cisco IOS Release XE 3.2S 以降、ブラックリストを設定してアラート トラップを実装します。マイ
ナー、メジャー、およびクリティカルのトラップが、低いしきい値でトリガーするように設定されま
す。ブラックリストのアラート トラップが原因でサービスが失われることはありません。しきい値を
超えると、ログ メッセージが生成されるだけでなく、SNMP トラップも生成されます（設定されてい
る場合）。SNMP SBC ブラックリスト トラップをイネーブルにするには、snmp-server enable traps
sbc blacklist コマンドを使用します。
これらのトラップはモニタ可能で、DoS 攻撃を検出するように変更できます。

ダイナミック ブラックリスティングのデフォルトのしきい値
の上書き
ダイナミック ブラックリスティングはデフォルトでオンに設定されています。デフォルトのしきい値
は、トリガー サイズ、トリガー期間、ブラックリスティング期間に対して理由ごとに設定されます。
理由となる可能性があるのは、認証の失敗、不正なアドレス、ルーティングの失敗、エンドポイントの
登録、メッセージの破損、スパム、ルーティング ポリシー拒否、または番号分析ポリシー拒否です。
シスコでは、SBE が設定された時点のコールのセットアップと登録メッセージのデフォルトのしきい
値を上書きするブラックリスティングを設定してから Cisco Unified Border Element（SP Edition）を
起動することをお勧めします。こうすることで、予定したコールのセットアップ速度または登録メッ
セージの速度によってスパム ブラックリスティングがトリガーされてトラフィックの流れに悪影響が
生じることがなくなります。トラフィックが適切に流れるようにするために、コールのセットアップ
メッセージまたは登録メッセージのしきい値を各 SIP ベースのコール メッセージまたは登録メッセー
ジの毎秒の速度より高く設定することが重要です。トリガー サイズ、トリガー期間、ブラックリス
ティング期間のデフォルト値は、毎秒 40 イベントまたは 100 ミリ秒ごとに 4 イベントです。これは、
1 秒あたり 40 パケットを超えるトラフィックがあると、ブラックリスティングがトリガーされること
を意味します。
次の SIP ベースのコール フローの例では、1 秒あたりのコール セットアップ メッセージに対する適切
なトリガー サイズのしきい値を計算する方法を示します。
SIP-based call (caller) has:
Send INVITE
Receive 100 Trying
Receive 180 Ringing
Receive 200 OK to confirm Session Establishment
Send ACK to complete Session Establishment
Send BYE
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Receive 200 OK
===================================
SIP-based call (callee) has:
Send INVITE
Send 100 Trying
Send 180 Ringing
Send 200 OK to confirm Session Establishment
Receive ACK to complete Session Establishment
Receive BYE
Send 200 OK
============================================

SIP ベースのコールごとに 14 のメッセージまたはパケットがあります。Call Per Second（CPS; 1 秒あ
たりのコール）が最大 20 のコール セットアップ レートがある場合、14 メッセージ x 20 CPS = 1 秒あ
たり 280 メッセージとなります。したがって、最大 20 の CPS のコール セットアップ レートでは、ト
リガー サイズのしきい値は 1 秒あたり少なくとも 280 メッセージに設定します。
次の設定例では、トリガー サイズを増やして 1 秒あたり 280 個のメッセージまたはパケットとするよ
うに設定しています。
blacklist global
reason spam
trigger-size 280
trigger-period 1 seconds

1 秒あたりのコール セットアップ メッセージ数の計算と同様、次の例では、メッセージ登録に適切な
トリガー サイズのしきい値を計算する方法を示します。

SIP ベースのコールごとに、毎秒 1 メッセージが 1 回登録されます。毎秒 20 回の登録がある場合、1
メッセージ x 20 登録 = 1 秒あたり 20 メッセージとなります。したがって、毎秒最大 20 回登録する登
録レートでは、トリガー サイズのしきい値は 1 秒あたり少なくとも 20 メッセージに設定されます。
ダイナミック ブラックリスティングはデフォルトではオンですが、何らかの理由でタイムアウトをゼ
ロに設定するとこの機能をオフにできます。ただし、ミリ秒または秒など任意の単位値のタイムアウト
をゼロに設定すると、show run コマンドで返される単位値は「day」と表示されることに注意が必要
です。デフォルトのトリガー サイズ、トリガー期間、タイムアウト、設定されている制限を表示する
には、show sbc sbe blacklist configured-limits コマンドが使用できます。このコマンドの使用例につ
いては、「ブラックリスティングでの show コマンドの使用例」（P.314）を参照してください。

ダイナミック ブラックリスティングの動作
次に、ダイナミック ブラックリスティングの動作について説明します。

• 送信元および宛先のすべてを含む総合の負荷が CPU の能力を超えないようにグローバルなレート
制限が適用されます（デフォルトの制限は 8000 pps/1000 Mbps ）。
• 各 IP アドレスに対してイベント タイプごとにハードコード化された初期設定は、デフォルトで
100 ミリ秒間に 4 つのイベントを保持する設定となっています。この設定値を超えると、IP アドレ
スは 10 分間ブラックリスティングされます。
• 1 つの IP アドレスまたはポートに対して明示的に制限を設定した場合、その設定に定義されたト
リガーおよびブロック時間の値によってデフォルトは上書きされます。表 1 に、任意のメッセージ
に設定可能な、それぞれの範囲のイベント制限のパラメータを示します。設定値はメッセージの送
信元がグローバル アドレス スペースにある場合と VPN にある場合で異なります。
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• メディア パケットは、フロー テーブル内の有効なエントリと一致する必要があります。一致しな
い場合は廃棄されます。
表 1

イベント制限パラメータのプライオリティ

イベント制限パラメータ送信元（プライオリティの高い順）

イベント制限の
範囲

グローバル アドレス スペース

VPN

ポート

1. このポートに対する明示的な制限

1. このポートに対する明示的な制
限

2. この IP アドレスに対するデフォルト

2. この IP アドレスに対するデフォ
ルト
アドレス

1. このアドレスに対する明示的な制限

1. このアドレスに対する明示的な
制限

2. グローバル IP アドレスに対するデ
フォルト

2. この VPN のアドレスに対するデ
フォルト

3. ハードコード化されている初期設定

3. グローバル IP アドレスに対する
デフォルト

4. ハードコード化されている初期
設定

VPN

グローバル アドレス スペースに対する明
示的な制限。

1. この VPN に対する明示的な制限
2. グローバル アドレス スペースに
対する制限セット

• 有効なメディア パケットはコール シグナリングで確立された帯域幅制限を超えてはなりません。
準拠しないパケットは廃棄されます。

• シグナリング パケットは、大規模なパケット フラッディングを早期に停止させる過程で送信元
ポートによりレート制限されます（デフォルト値は 1000 pps/100 mpbs）。
• 有効なローカル ポートを宛先としないシグナリング パケットは廃棄されます。
• シグナリングパケットは宛先ポートによりレート制限されます（デフォルト値は 4000 pps/500
Mbps）。
• VPN ID、IP アドレス、または特定 IP アドレスのポートを送信元とする特定のイベントを対象に、
制限を設定できます。

• VPN 上のすべての送信元 IP アドレスおよび特定の IP アドレスのすべてのポートを対象に、イベ
ント レートのデフォルト制限を定義できます。各 IP アドレスのデフォルト制限は、1 日の開始時
に自動的に設定されますが、これらのパラメータは再設定できます。デフォルトでは、ポートにイ
ベント制限は設定されていません。
デフォルトでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は IP アドレスごとにイベントを監
視します。VPN 全体または特定のポートを監視するように Cisco Unified Border Element（SP
Edition）を設定することもできます。設定のあとに VPN の何らかの制限を超過した場合は、VPN
全体がブラックリストに掲載されます。ポートの制限が超過した場合、ポートおよびその IP アド
レスがブラックリスティングされます。

• パケットは送信されたポートに従ってシグナリングまたはメディアのいずれかに分類されます。
– 10,000 番未満のポートはシグナリングです。
– 10,000 番を超えるポートはメディアです。
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• グローバル アドレス スペースのブラックリストだけが定義されている場合（VRF 固有のブラック
リストは未定義）、設定済みのすべての VRF でアドレスのブラックリスティングにこの定義が使用
されます。

• VRF ベースのブラックリスト制限により、送信元ごとの制限またはすでに設定されているアドレ
スのデフォルト制限は上書きされます。IP アドレスごとにスコープを使用しても VRF スペースの
動作は上書きできません。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ブラックリスティングがアクティブにされると、
SNMP トラップを生成します。

ダイナミック ブラックリスティングの設定方法
次の項の説明に従ってダイナミック ブラックリスティングを設定できます。

• 「IP アドレス、ポート、VPN に対するブラックリスト パラメータの設定」（P.309）
• 「ブラックリスティングの終了の設定」（P.312）

IP アドレス、ポート、VPN に対するブラックリスト パラメータの設定
特定の送信元に対するイベント制限を設定するには、次のコマンドを使用します。

（注）

SBE を設定するとき、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の使用を開始する前に、デフォル
トのブラックリスティングしきい値を上書きするように、ブラックリスティングを設定する必要があり
ます。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. blacklist ipv4 addr
5. description text
6. reason event
7. trigger-size number
8. trigger-period time
9. critical-alert-size number-of-events
10. major-alert-size number-of-events
11. minor-alert-size number-of-events
12. timeout timeframe
13. end
14. show sbc service-name sbe blacklist configured-limits
15. show sbc service-name sbe blacklist source
16. show sbc service-name sbe blacklist current-blacklisting
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config)# sbe

ステップ 4

blacklist ipv4 addr

特定の送信元のイベント制限を設定するためのブラックリ
スト サブモードを開始します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、デフォルト値に設
定されたイベント制限が変更されます。

Router(config)# blacklist ipv4 25.25.25.5

（注）

このサブモードで設定されていないイベント制限
パラメータは、デフォルトでは次のように設定さ
れます。

– port：アドレスの port-default 値。
– IP address：VPN の address-default 値。
– VPN：グローバル アドレス スペースの値。
– global address space：制限なし。
ステップ 5

description text

判読可能なテキスト ストリング形式を使用し、送信元およ
びそのイベント制限に関する説明を追加します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、説明は削除されま
す。

Router(config-sbc-sbe-blacklist)# description
NAT of XYZ Corp

この説明は、この送信元に対して show コマンドを使用し
たときに表示されます。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

reason event

送信元の特定のイベント タイプに制限を設定するための理
由サブモードを開始します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、イベント制限はデ
フォルトの値に戻ります。

Router(config-sbc-sbe-blacklist)# reason
authentication-failure

event には次のものが含まれます。
• authentication-failure：認証に失敗した要求。
• bad-address：予期せぬアドレスからのパケット。
• rtg-policy-rejection：SBC によってルーティングされ
なかった要求。

• endpoint-registration：すべてのエンドポイントの登
録。

• cac-policy-rejection：CAC ポリシーによって拒否され
た要求。

• corrupt-message：破損の程度が高すぎて関連プロトコ
ルで解析できないシグナリング パケット。

• na-policy-rejection：設定された番号分析ポリシーで拒
否された要求。
ステップ 7

trigger-size number

指定した送信元からのイベントの許容数を定義します。こ
れを超えるとブラックリスティングがトリガーされ、送信
元からのすべてのパケットがブロックされます。

例：

ステップ 8

Router(config-sbc-sbe-blacklist-reason#
trigger-size 5

範囲は 0 ～ 65535 です。

trigger-period time

イベントを考慮する期間を定義します。

例：

time は number unit として表現され、number は整数で unit
には milliseconds、seconds、minutes、hours、または
days のいずれかを指定します。

Router(config-sbc-sbe-blacklistreason)# trigger-period 20 milliseconds

ステップ 9

デフォルトの期間は 10 ミリ秒～ 23 日の間です。

timeout time

設定された制限を超えた場合に、送信元からのパケットが
ブロックされる時間を定義します。

例：

time には次の値が使用できます。

Router(config-sbc-sbe-blacklistreason)# timeout 180 seconds

• 0 = 送信元はブラックリスティングされません。
• never = ブラックリスティングは永続的に行われます。
• number unit。number は整数で、unit には seconds、
minutes、hours、または days のいずれかを指定しま
す。
デフォルトの期間は 23 日未満です。

ステップ 10

critical-alert-size number-of-events

クリティカルなアラートがトリガーされる前に発生する必
要のある指定イベント数を定義します。

例：

number-of-events には 1 ～ 65535 の範囲の値を設定できま

Router(config-sbc-sbe-blacklistreason)# critical-alert-size 655

す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 major-alert-size number-of-events

目的
メジャーなアラートがトリガーされる前に発生する必要の
ある指定イベント数を定義します。

例：

number-of-events には 1 ～ 65535 の範囲の値を設定できま

Router(config-sbc-sbe-blacklistreason)# major-alert-size 300

す。

ステップ 12 minor-alert-size number-of-events

マイナーなアラートがトリガーされる前に発生する必要の
ある指定イベント数を定義します。

例：

number-of-events には 1 ～ 65535 の範囲の値を設定できま

Router(config-sbc-sbe-blacklistreason)# minor-alert-size 20

す。

ステップ 13 end

reason モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-blacklist-reason)# end

ステップ 14 show sbc service-name sbe blacklist
configured-limits

明示的に設定されている制限の詳細情報を表示します。
各送信元に明示的に定義されていない値は括弧で括られて
表示されます。

例：
Router# show sbc mysbc sbe blacklist global
configured-limits

ステップ 15 show sbc service-name sbe blacklist source

例：
Router# show sbc mysbc sbe blacklist vpn3 ipv4
172.19.12.12

特定の送信元に現在適用されている制限を表示します（こ
の例では VPN）。デフォルトの制限および明示的に設定さ
れている制限がすべて含まれます。
このアドレスで設定されている範囲より小さい範囲のデ
フォルト値があれば、それも表示されます。
明示的に設定されていない値は括弧で括られて表示されま
す（これらは他のデフォルトから継承されている値です）。

ステップ 16 show sbc service-name sbe blacklist
current-blacklisting

送信元がブラックリスティングされた原因となっている制
限を一覧表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe blacklist
current-blacklisting

ブラックリスティングの終了の設定
ブラックリストから送信元を削除するには、次のコマンドを使用します。

• clear sbc service-name sbe blacklist source

service-name パラメータには、SBC の名前を入力します。
source パラメータには、ブラックリストの名前を入力します。
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ダイナミック ブラックリスティングの設定、削除、および表
示の例
ここでは、ダイナミック ブラックリスティング、ブラックリストにある送信元の削除、および設定済
み制限の表示を行うための設定例と出力例について説明します。

ダイナミック ブラックリスティングの設定例
次の例では、すべての可能なアドレス送信元からの認証が 100 ミリ秒以内に 1 回失敗するとブラック
リストに取り込まれるようにグローバル アドレス スペースを設定します。作成される ACL（ブラック
リスト）はタイムアウトしないものとします。
Router(config-sbc-sbe)# blacklist global
Router(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default
Router(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# reason authentication-failure
Router(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# timeout never
Router(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# trigger-size 1
Router(config-sbc-sbe-blacklist-addr-default)# trigger-period 100 milliseconds

次の例では、1 分間のウィンドウ内で予期しない送信元からのパケットが 5 個になるとブラックリス
ティングするようにグローバル アドレス スペースを設定します。ACL は 24 時間でタイムアウトしま
す。
Router(config-sbc-sbe)# blacklist global
Router(config-sbc-sbe-blacklist)# ipv4 10.5.1.21
Router(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# reason bad-address
Router(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4)# timeout 1 days
Router(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# trigger-size 5
Router(config-sbc-sbe-blacklist-ipv4-reason)# trigger-period 1 minutes

ブラックリストからの送信元の削除例
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）からブラックリストを削除するための構文の例を示
します。
Router# clear sbc mysbc sbe blacklist blacklist
Router#

設定されたすべての制限の表示例
次に、さまざまなタイプのブラックリスティングに設定されている制限を表示する例を示します。
Router# show sbc uut105-1 sbe blacklist configured-limits
SBC Service "uut105-1"
Blacklist Defaults
====================
Reason
Trigger
Size
Auth-failure
(4)
Bad-address
(4)
RTG-policy-rejection (4)
Endpoint-registration (4)
CAC-policy-rejection (4)

Trigger
Period
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)

Blacklisting
Period
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)

Minor
Alert
not set
not set
not set
not set
not set

Major
Alert
not set
not set
not set
not set
not set

Critical
Alert
not set
not set
not set
not set
not set
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Corrupt-message
Spam
NA-policy-rejection

(4)
(30)
(4)

(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)

(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)

not set
not set
not set

not set
not set
not set

not set
not set
not set

Major
Alert
not set

Critical
Alert
not set

-------------------------------------------------------------VRF: 172.18.53.56
====================
Reason
Trigger
Size
NA-policy-rejection
(4)

Trigger
Period
(100 ms)

Blacklisting
Period
(10 mins)

Minor
Alert
2

-------------------------------------------------------------Router#

ブラックリスティングでの show コマンドの使用例
次に、特定の送信元に現在適用されている制限を一覧表示するために必要なコマンドの例を示します
（この例では VPN）。デフォルトの制限および明示的に設定されている制限がすべて含まれます。この
アドレスで設定されている範囲より小さい範囲のデフォルト値があれば、それも表示されます。明示的
に設定されていない値は括弧で括られて表示されます（これらは他のデフォルトから継承されている値
です）。
Router# show sbc mysbc sbe blacklist vpn3 ipv4 172.19.12.12
SBC Service "mySbc" SBE dynamic blacklist vpn3 172.19.12.12
vpn3 172.19.12.12
=================
Reason
Trigger
Size
-----------Authentication
(20)
Bad address
(20)
Routing
(20)
Registration
(5)
Policy
(20)
Corrupt
40

Trigger
Period
------10 ms
10 ms
10 ms
100 ms
10 ms
10 ms

Blacklisting
Period
-----------(1 hour)
(1 hour)
(1 hour)
(10 hours)
(1 day)
(1 hour)

Default for ports of vpn3 172.19.12.12
======================================
Reason
Trigger
Trigger
Size
Period
-----------------Authentication
20
1 sec
Bad address
20
1 sec
Routing
20
1 sec
Registration
5
30 sec
Policy
20
1 sec
Corrupt
20
100 ms

Blacklisting
Period
-----------1 hour
1 hour
1 hour
10 hours
1 day
1 hour

次に、送信元がブラックリスティングされた原因となっている制限を一覧表示するために必要なコマン
ドの例を示します。
Router# show sbc mysbc sbe blacklist current-blacklisting
SBC Service "mySbc" SBE dynamic blacklist current members
Global addresses
================
Source
Source

Blacklist

Time
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Address
------125.125.111.123
125.125.111.253
144.12.12.4

Port
-----All
UDP 85
TCP 80

Reason
--------Authentication
Registration
Corruption

Remaining
--------15 mins
10 secs
Never ends

VRF: vpn3
=========
Source
Address
------132.15.1.2
172.23.22.2

Source
Port
-----TCP 285
All

Blacklist
Reason
--------Registration
Policy

Time
Remaining
--------112 secs
10 hours

次に、設定されている制限を表示する例を示します。
Router# show sbc MySBC sbe blacklist configured-limits
SBC Service "MySBC"
Blacklist Defaults
====================
Reason
Trigger
Size
Auth-failure
(4)
Bad-address
(4)
RTG-policy-rejection (4)
Endpoint-registration (4)
CAC-policy-rejection (4)
Corrupt-message
(4)
Spam
(30)
NA-policy-rejection
(4)

Trigger
Period
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)
(100 ms)

Blacklisting
Period
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)
(10 mins)

Minor
Alert
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set

Major
Alert
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set

Critical
Alert
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set
not set

Major
Alert
not set

Critical
Alert
not set

-------------------------------------------------------------VRF: 172.18.53.56
====================
Reason
Trigger
Size
NA-policy-rejection
(4)

Trigger
Period
(100 ms)

Blacklisting
Period
(10 mins)

Minor
Alert
2

--------------------------------------------------------------

（注）

すでに有効になっているデフォルトの設定に注意してください。適用済みの設定だけが変更されます。
次に、現在行われているブラックリスティングの例を示します。
Router# show sbc MySBC sbe blacklist current-blacklisting
SBC Service "MySBC" SBE dynamic blacklist current members
Global addresses
================
Source
Source
Blacklist
Time
Address
Port
Reason
Remaining
---------------------------10.5.1.31All
Authentication Forever
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第 3 部：デュアル トーン多重周波数（DTMF）

インターワーキング DTMF の実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、音声 / 電話イベント MIME タイプ（RFC 2833）を使
用したチャネル内 Real-Time Transport Protocol（RTP）シグナリングから、SIP INFO または SIP
NOTIFY メソッドを使用したアウトオブバンド シグナリングへの方向とその逆方向との間でインター
ワーキングを実現できます。

Dual Tone Multifrequency（DTMF; デュアル トーン多重周波数）方式インターワーキングおよび ACCEPT
ヘッダー処理機能により、INFO 方式の自動検出動作のみを変更する隣接設定が導入されます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）におけるインターワーキング DTMF 実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.1
Cisco IOS XE Release 2.4

インターワーキング DTMF が Cisco IOS XR に追加されました。
統合モデルでの、SIP NOTIFY メッセージを使用した DTMF リレーの
サポートが追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.1S DTMF 方式インターワーキングおよび ACCEPT ヘッダー処理機能のサ
ポートが、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されました。

内容
• 「制約事項」（P.320）
• 「インターワーキング DTMF の実装における前提条件」（P.320）
• 「インターワーキング DTMF に関する情報」（P.320）
• 「インターワーキング DTMF の実装」（P.322）
• 「SIP NOTIFY メッセージを使用した DTMF リレー」（P.323）
• 「DTMF 方式インターワーキングと ACCEPT ヘッダー処理」（P.327）
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制約事項
インターワーキング DTMF 機能を実装するときの制約事項は、次のとおりです。

• SBC がエンドポイントのメッセージの accept ヘッダーを調べるときに、accept ヘッダーがないと
きは「application/sdp」がサポートされていることを意味します。
• SBC は、コールのトランスコーディング中は、シグナリングおよびメディア DTMF のインター
ワーキングをサポートしません。

• 音声トランスコーディングが作動中の場合、SBC を出入りする RFC 2833 インバンド パケット、
および他のコール レッグ上のアウトオブバンド SIP INFO メッセージまたは SIP NOTIFY リレー
メッセージを含むインターワーキング RFC 2833 パケットの送受信を SBC ではサポートしません。
• 発信側が RFC 2833 インバンド パケットの着信側への送信だけをサポートし、着信側で RFC 2833
およびアウトオブバンドの SIP INFO と SIP NOTIFY リレーの両方をサポートする場合、SBC は
サポートしません。この場合、着信側のアウトオブバンドで受信する DTMF ディジットは、発信
側の RFC 2833 パケットに変換できません。
• インバウンド コール側が RFC 2833 をサポートしない場合、SBC は、SIP-SIP コール用の設定可
能なアウトバウンド RFC 2833 ペイロード タイプをサポートしていません。

インターワーキング DTMF の実装における前提条件
次に、インターワーキング DTMF を実装するための前提条件を示します。
インターワーキング DTMF を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定して
おく必要があります。

インターワーキング DTMF に関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、エンドポイントの機能に応じて、コールにおける最善
の DTMF インターワーキング手法を自動的に選択します。コール フローの例については、図 1 を参照
してください。

SBC は、次のモードを使用した DTMF シグナリングをサポートします。
• RTP ペイロード（RFC2833）を使用したメディア ストリーム シグナリング
• INFO-based DTMF リレー（DTMF 2976）
• NOTIFY-based DTMF リレー

SBC は、パフォーマンス効率が最も高い方法を使用してこれらのモード間で相互動作できます。
トランスコーディング時の RFC 2833 インバンド パケットの DTMF インターワーキングはサポートさ
れません。
着信する INVITE を検査すると、発信側が DTMF インターワーキングをサポートしているかどうかを
判断するのに役立ちます。
発信側が INFO 方式をサポートするかどうかを確認するため、SBC は INFO 方式の Allow ヘッダーを
調べます（Allow ヘッダーがある場合）。ただし、INVITE には、SBC の application/dtmf-relay を含む
Accept ヘッダーも含まれている必要があります。これは、INFO 方式での DTMF サポートの検出に使
用されます。
無指定の NOTIFY 方式のサポートは、NOTIFY 方式を示す Call-Info ヘッダーの有無によって判断で
きます。
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オプションの持続時間が指定された 1 回の INFO または NOTIFY メッセージにより、DTMF トーンが
1 つ送信されると考えられます。持続時間が指定されない場合、INFO メッセージのデフォルトは 250
ミリ秒、NOTIFY メッセージのデフォルトは 200 ミリ秒になります。

INFO 方式または DTMF の NOTIFY 方式は発信者側でサポートされることを SBC が確認した場合、
INFO 方式および NOTIFY 方式のサポートがアウトバウンド コールの Call-Info ヘッダーと Accept
ヘッダーを示すことでアドバタイズされます。これらの方式間のインターワーキングは効率的で、
DTMF インターワーキングの適切な方式が見出される可能性を高めます。
（RFC 2833）を使用した DTMF リレーと、SIP INFO または
Network Terminating Equipment（NTE）
SIP NOTIFY を使用したアウトオブバンド DTMF 間のインターワーキングの場合、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、DTMF ディジットを含む NTE パケットを代行受信し、ルート プロ
セッサ（RP）を介して適切なシグナリング方式に変換します。逆方向の場合、RP は、RTP ストリー
ムに NTE DTMF パケットを注入するように Cisco Unified Border Element（SP Edition）に指示しま
す。

DTMF パケットの生成
RTP 音声パケットを送信中のストリームの中央に NTE パケットが挿入されると、この NTE パケット
によって RTP 音声パケットが 1 対 1 で置き換わるため、以降の音声パケットで RTP シーケンス番号を
更新する必要がなくなります。

DTMF パケットの検出
DTMF NTE パケットを検出するために、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、各 RTP パ
ケットのペイロード タイプを調べて、NTE のペイロード タイプを比較します。これらが一致する場
合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はイベント番号を調べて、この番号が DTMF ディ
ジットであるか判別します。その後、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はこれらのパケット
を RP にコピーします。図 1 に、この処理を示します。
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図 1

INFO（RFC-2833）DTMF インターワーキングにおけるコール フローの例

ࠦ࡞ర

(1)

ࠦ࡞వ

SBC

INVITE
ฃߌࠇ㧦application/dtmf-relayޔapplication/sdp
⸵น㧦INFOޔINVITEޔACKޔBYE
SDP㧔PCMU ߩߺ㧕

(2)
(3)
200 OK
SDP㧔PCMU ߩߺ㧕

(4)

INVITE
SDP㧔PCMUޔ㔚ࠗࡌࡦ࠻㧕
200 OK
ฃߌࠇ㧦application/sdp
SDP㧔PCMUޔtelephone-event㧕

ACK

(5)

ACK

(6)
(7)

INFO㧔ࠕࡊࠤ࡚ࠪࡦ/dtmf ㆃᑧ㧕
RTP㧔DTMF㧕

(8)

RTP㧔DTMF㧕

(9)
INFO㧔ࠕࡊࠤ࡚ࠪࡦ/dtmf ㆃᑧ㧕

241965

(10)

インターワーキング DTMF の実装
ここでは、DTMF イベントのデフォルトの持続時間の設定方法について説明します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、下記のヘッダー Allow、ヘッダー Accept、および
メソッド INFO の設定が必要な場合があります。
sbc test
sbe
sip header-profile default
header Allow
header Accept
sip method-profile default
method INFO

DTMF イベントのデフォルトの持続時間の設定
次に示すタスクは、DTMF イベントのデフォルトの持続時間を設定します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
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3. sbe
4. dtmf-duration duration
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC に「mysbc」という名前の SBC サービス作成し、
SBC コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

Router(config)# sbc mysbc dbe

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

DTMF イベントのデフォルトの持続時間をミリ秒単位で設

dtmf-duration duration

定します。
例：
Router(config-sbc-vdbe)# dtmf-duration 300

SIP NOTIFY メッセージを使用した DTMF リレー
Cisco IOS XE Release 2.4 から、SIP NOTIFY メッセージを使用する DTMF リレーのサポートが Cisco
Unified Border Element（SP Edition）に追加されました。これは DTMF リレーのアウトオブバンドの
プロシージャで、NOTIFY ベース DTMF リレーとも呼ばれています。
DTMF トーンは、電話機のキーがタッチトーン電話で押されたときに生成されるトーンです。場合に
よっては、コールを受けるエンドポイントでこのトーン音が聞こえる必要があります。たとえば、コー
ル中のメニュー応答で数字を入力する場合です。ただし、低帯域幅のコーデックでは音に歪みが生じる
場合があります。DTMF リレーは、トーン情報を 1 つのエンドポイントから別のエンドポイントに確
実に通過できます。デフォルトでは、SIP はインバンドのシグナリングを使用し、DTMF 情報は音声
ストリームで送信します。DTMF リレー方式が設定されていない場合、トーンはインバンドで送信さ
れます。しかし、SIP NOTIFY メッセージを DTMF トーン情報の伝達に使用するように DTMF リレー
を設定することができます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、DTMF リレーで 2 種類のアウトオブバンドのプロ
シージャをサポートします。一方は SIP INFO 方式を使用し、もう一方は SIP NOTIFY 方式を使用しま
す。SIP INFO 方式は DTMF ディジットを INFO メッセージで送信します。この方法は常にイネーブル
に設定されています。ゲートウェイが DTMF リレー情報を含む INFO メッセージを受信すると、対応
するトーンを送信します。

SIP NOTIFY DTMF リレーは、SIP INVITE メッセージと応答メッセージに Call-Info フィールドを含
めることで、隣接単位でネゴシエートされます。このフィールドは、DTMF トーンに NOTIFY を使用
できることと、各トーンの持続時間をミリ秒単位で示します。DTMF トーンが生成されると、発信側
は着信側に NOTIFY メッセージを送信します。着信側が NOTIFY を受信すると、SIP 200 OK で応答
し、DTMF トーンを再生します。
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（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
隣接のエンドポイントに優先する SIP シグナリング DTMF トランスポート方式を設定できます。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）がコールで DTMF 情報を受信し、隣接のエンドポイントにこの
情報を送信している場合、エンドポイントがこの方式をサポートしていれば、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は情報を宛先に送信するために優先 DTMF 方式を使用します。次のいずれかの
DTMF リレー方式を優先方式として設定できます。

• SIP NOTIFY DTMF リレー（デフォルト値）
• SIP INFO DTMF リレー
優先リレー方式を設定するには、dtmf prefer sip [ info | notify ] コマンドを使用します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）のデフォルトは、SIP-NOTIFY リレー方式です。ただし、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、相手側が SIP-NOTIFY をサポートしない場合は、
RTP-NTE インバンド DTMF リレー方式を使用します。DTMF リレー方式が設定されていない場合、
トーンはインバンドで送信されます。
隣接で SIP NOTIFY リレーがイネーブルの場合、次のようになります。

• SBC は、インコール、アウトオブサブスクリプションの DTMF ペイロードを持つ NOTIFY メッ
セージを受け入れます。このメッセージには Subscription-State ヘッダーを含める必要はありませ
ん。

• SBC は、電話イベントを指定した INVITE メッセージの Call-Info ヘッダーを受け入れます。これ
により、SIP NOTIFY DTMF リレーがサポートされることがわかります。
• NOTIFY の間隔を設定します。1 回の DTMF イベントで NOTIFY メッセージ間に SBC が待機す
る最大間隔（ミリ秒）を設定する必要があります。
この場合、SBC はネゴシエーションの持続時間を指定するインバウンド Call-Info ヘッダーを受信
していないため、代わりにこの値が使用されます。

dtmf sip notify interval コマンドを使用します。
• デフォルトの持続時間も設定できます。これにより、インバウンド コール側が持続時間を指定し
ていない場合に、SBC がアウトバウンド DTMF トランスポート方式でアドバタイズする持続時間
がミリ秒単位で指定されます。

dtmf sip default duration コマンドを使用します。

SIP NOTIFY DTMF リレー イベントのデフォルトの持続時間の設定
次に示すタスクは、SIP NOTIFY DTMF リレーのパラメータを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. dtmf prefer sip {info | notify}
6. dtmf sip notify interval int_ms
7. dtmf sip default duration dur_ms
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8. end
9. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBC に隣接を設定し、SBE SIP 隣接のモードを開始しま
す。

ステップ 5

例：

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SoftSwitch

します。

dtmf prefer sip {info | notify}

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# dtmf prefer sip
notify

ステップ 6

dtmf sip notify interval int_ms

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# dtmf sip notify
1000

ステップ 7

dtmf sip default duration dur_ms

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# dtmf sip default
duration 300

（任意）この隣接のエンドポイント用の優先 DTMF トラン
スポート方式として、SIP NOTIFY DTMF リレーを設定し
ます。SBC のデフォルトは SIP NOTIFY のため、これは
オプションです。
（任意）1 回の DTMF イベントで NOTIFY メッセージ間に
SBC が待機する最大間隔をミリ秒単位で設定します。

int_ms はミリ秒（ms）の持続時間です。指定できる範囲
は 1 ～ 65535 ms です。デフォルトは 2000 ms です。
（任意）インバウンド コール側が持続時間を指定していな
い場合に、SBC がアウトバウンド DTMF トランスポート
方式でアドバタイズする持続時間をミリ秒単位で指定しま
す。

dur_ms がミリ秒（ms）の持続時間です。指定できる範囲
は 1 ～ 65535 ms です。デフォルトは 200 ms です。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# end

ステップ 9

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

SIP NOTIFY リレーをイネーブルにし、指定の SIP 隣接の
すべてのフィールド、ミリ秒単位の間隔とデフォルトの持
続時間を表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies
SoftSwitch detail

SIP NOTIFY の例
次に、隣接 ADJ2 の SIP NOTIFY リレーをディセーブルにし、SIP INFO を優先 DTMF リレー方式に
設定する例を示します。
configure terminal
sbc mySbc
sbe
adj sip ADJ2
dtmf disable sip notify
dtmf prefer sip info
dtmf sip default duration 330

次に、隣接 SoftSwitch SIP のすべてのフィールドを表示します。ここでは SIP NOTIFY リレー方式をイ
ネーブルに設定し、ミリ秒単位の間隔とデフォルトの持続時間を表示する例を示します。
router# show sbc mySBC sbe adjacencies SoftSwitch detail
SBC Service "mySBC"
Adjacency SoftSwitch (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
100.100.100.100:5060, VRF Admin
Signaling-peer:
10.10.51.10:5060
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
Register Aggregate:
Disabled
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
30 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time:
300 seconds
IMS visited NetID:
None
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Inherit profile:
Force next hop:
Home network Id:
UnEncrypt key data:
SIPI passthrough:
Rewrite from domain:
Rewrite to header:
Media passthrough:
Preferred transport:
Hunting Triggers:
Redirect mode:
Security:
Outbound-flood-rate:
Ping-enabled:
Signaling Peer Status:
DTMF SIP NOTIFY Relay:
DTMF SIP NOTIFY Interval:
DTMF SIP default duration:
DTMF Preferred Method:

Default
No
None
None
No
Yes
Yes
No
UDP
Global Triggers
Pass-through
Untrusted
None
No
Not Tested
Enabled
1000 ms
300 ms
SIP NOTIFY

DTMF 方式インターワーキングと ACCEPT ヘッダー処理
どのような環境でも INFO 方式をサポートする次の機能を実行するように、SBC を設定できます。

• INFO での DTMF サポートを自動的に検出します（デフォルト動作）。
• INFO の DTMF を送信せず、INFO の DTMF を拒否します（受信した場合）。
• Accept ヘッダーの内容に関係なく、INFO の DTMF がサポートされることを受け入れます。
自動検出では、次のイベントにおける DTMF-based リレーのサポートを検出しません。

• Allow ヘッダーには INFO 方式が含まれますが、Accept ヘッダーは含まれません。
• Accept ヘッダーはありますが、application/dtmf-relay 情報は含まれません。このため、INFO で
の DTMF のサポートを前提とするように、SBC を設定できます。

INFO メッセージでの DTMF リレー設定
デフォルトで、INFO メッセージの DTMF-based リレーのサポートが自動検出されるため、設定は不
要です。ただし、このメソッドのサポートを常に前提とするように自動検出は上書きされ、着信の
INVITE メッセージは考慮されません。
ここでは、次の設定について説明します。

• 「INFO-based DTMF リレーのサポートを前提とした SBC の設定」（P.327）
• 「INFO-based DTMF リレーをディセーブルにする SBC の設定」（P.328）

INFO-based DTMF リレーのサポートを前提とした SBC の設定
ここでは、INFO-based DTMF リレーのサポートを常に前提とするように、パラメータを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
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3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. dtmf sip info always-supported
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBC に隣接を設定し、SBE SIP 隣接のモードを開始しま
す。

ステップ 5

例：

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SoftSwitch

します。

dtmf sip info always-supported

（任意）隣接のエンド ポイント用の優先 DTMF トランス
ポート方式として INFO 方式を使用します。

例：

（注）

Router(config-sbc-sbe-adj)# dtmf sip info
always-supported

ステップ 6

no dtmf sip info コマンドを使用して、DTMF サ
ポートの自動検出をオンにします。

SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した SIP 隣接のすべてのフィールドを表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies
SoftSwitch detail

INFO-based DTMF リレーをディセーブルにする SBC の設定
ここでは、INFO での DTMF-based リレーのサポートを永久にディセーブルとするように、パラメー
タを設定します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. dtmf disable sip info
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBC に隣接を設定し、SBE SIP 隣接のモードを開始しま
す。

ステップ 5

例：

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SoftSwitch

します。
（任意）隣接のエンド ポイント用の優先 DTMF トランス
ポート方式として INFO 方式を使用した DTMF リレーの
自動検出をオフにします。

dtmf disable sip info

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# dtmf disable sip
info

ステップ 6

（注）

DTMF リレーで自動検出をオンにするには、この
コマンドの no 形式を使用します。

SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した SIP 隣接のすべてのフィールドを表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies
SoftSwitch detail
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SIP INFO メッセージを使用する DTMF リレーの例
次の例では、INFO-based DTMF リレーのサポートを常に前提とするように、SBC を設定する方法を
示します。
configure terminal
sbc mySbc
sbe
adjacency sip adj1
dtmf sip info always-supported

次の例では、INFO での DTMF-based リレーのサポートを永久にディセーブルとするように、SBC を
設定する方法を示します。
configure terminal
sbc mySbc
sbe
adjacency sip adj1
dtmf disable sip info

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドの出力例を示します。また、INFO-based DTMF リ
レーのサポートを常に前提とするように、SBC が設定されていることも示します。
Router# show sbc asr1k-sbc sbe adjacencies sipp-1 detail
SBC Service "asr1k-sbc"
Adjacency sipp-1 (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
10.10.100.120:5080
IPsec server port:
0
Signaling-peer:
10.10.100.10:10000
Signaling-peer status: Not Tested
Signaling-peer priority: 2147483647
Signaling-peer switch: always
Peer status: Not Tested
Current peer index:
0
Force next hop:
No
Force next hop select: Out-of-dialog
Admin Domain:
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
Out error profile:
Default
In body profile:
None
Out body profile:
None
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Register contact username: Rewrite
Target address:
None
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Software-shield:
Disabled
Expires-header:
add-not-present
Register aggregate:
Disabled
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Registration Required: Disabled
Register Out Interval: 0 seconds
Parse username params: Disabled
Supported timer insert:Disabled
Suppress Expires:
Disabled
p-asserted-id header-value: not defined
p-assert-id assert:
Disabled
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Passthrough headers:
Media passthrough:
Yes
Incoming 100rel strip: No
Incoming 100rel supp: No
Out 100rel supp add:
No
Out 100rel req add:
No
Parse TGID parms:
No
IP-FQDN inbound:
IP-FQDN outbound:
FQDN-IP inbound:
FQDN-IP outbound:
Outbound Flood Rate:
None
Hunting Triggers:
Global Triggers
Add transport=tls param:
Disabled
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted-Unencrypted
Privacy:
Inherit-profile (default)
TLS mutual authentication: No
Ping:
Disabled
Ping Interval:
32 seconds
Ping Life Time:
32 seconds
Ping Peer Fail Count:
3
Ping Trap sending:
Enabled
Ping Suppression:
Ping Bad Response Code:
300-399
Ping Peer Status:
Not Tested
Rewrite Request-uri:
Disabled
Registration Monitor: Disabled
DTMF SIP INFO Relay:
Always supported
DTMF SIP NOTIFY Relay:
Enabled
DTMF SIP NOTIFY Interval: 2000
DTMF SIP default duration: 200
DTMF Preferred Method:
SIP NOTIFY
Realm:
None
Statistics setting:
Summary
IMS RX:
Disabled
IMS Rf:
Enabled
IMS Nass: Disabled
IMS realm name:
PANI:
Warrant Match-Order:
None
Media Bypass Max Out Data Length:
1000
Media Bypass Tag List:
None
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Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の冗長性：ハイ アベイラビリティ
サポート

この章では、Cisco ASR 1000 Series アグリゲーション サービス ルータにおける Cisco Unified Border
Element（SP Edition）のハイ アベイラビリティ サポートについて説明します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルと分散モデルの両方でサポートされていま
す。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の冗長性の機能履歴：ハイ アベイラビリティ サ
ポート
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.1

Cisco Unified Border Element（SP Edition）統合モデルへのサポートを追
加しました。
この機能は、分散モデルの Data Border Element（DBE）の Cisco IOS XR
で導入されました。

内容
• 「Integrated Session Border Controller のハイ アベイラビリティ」（P.336）
• 「ハードウェア冗長性」（P.336）
• 「ソフトウェア冗長性」（P.336）
• 「Route Processor Redundancy（RPR）」（P.337）
• 「SSO サポート」（P.337）
• 「ISSU のサポート」（P.338）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

335

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の冗長性：ハイ アベイラビリティ サポート
Integrated Session Border Controller のハイ アベイラビリティ

Integrated Session Border Controller のハイ アベイラビ
リティ
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータには、Cisco ASR 1002、Cisco ASR 1004、および Cisco ASR 1006
ルータが含まれます。モデルが異なれば、サポートされている冗長性のタイプも異なります。
Integrated Session Border Controller は、それぞれのモデルで使用可能な冗長性をサポートします。

Cisco ASR 1002 および Cisco ASR 1004 ルータでは、ソフトウェア冗長性だけが使用できます。これ
らのルータには、同じルート プロセッサで実行される 2 つの Cisco IOS ソフトウェア モジュールがあ
りますが、1 つはアクティブで、もう 1 つはスタンバイ モードです。ただし、これらのルータは、
シャーシ間のハードウェア冗長性を使用してハードウェア冗長性を設定できます。

Cisco ASR 1006 ルータは、二重のハードウェア冗長性とソフトウェア冗長性を提供します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）ハイ アベイラビリティは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルー
タの標準イメージで提供されます。特別な設定は必要ありません。
詳細については、
『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Software Configuration Guide』
の「High Availability Overview」を参照してください。また、その他の Cisco プラットフォームにあ
り、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータにおいて同様の動作をするハイ アベ
イラビリティ機能については、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』を参照してくださ
い。

ハードウェア冗長性
Integrated Session Border Controller は、Cisco ASR 1006 ルータにおいて、冗長またはスタンバイ
ルート プロセッサ（RP）および冗長 Embedded Services Processor（ESP; 組み込みサービス プロセッ
サ）の使用をサポートしています。Cisco ASR 1006 ルータでは、ハードウェアを二重冗長化するため
に、ESP および RP が使用されています。アクティブ RP ハードウェア、または ESP ハードウェアで障
害が発生した場合、システムはスタンバイ RP、またはスタンバイ ESP にスイッチオーバーします。
RP および ESP ハードウェア冗長性のサポートは個別に行われます。RP の障害は、ESP ハードウェア
のスイッチオーバーを必要としませんし、ESP の障害は RP のスイッチオーバーを必要としません。
ハードウェアの冗長性が使用できるのは、Cisco ASR 1006 ルータだけです。

ソフトウェア冗長性
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでは、Cisco IOS が Cisco IOS XE オペレーティング システム内の多
数のプロセスの 1 つとして稼動しています。このアーキテクチャは、Cisco IOS 内ですべてのプロセス
が実行されている従来の Cisco IOS とは異なります。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ アーキテクチャ
では、その他の Cisco IOS プラットフォームには用意されていないソフトウェア冗長性を使用できま
す。

Integrated Session Border Controller は、ソフトウェアの冗長性をサポートするために、スタンバイ
IOS プロセス内でスタンバイ ピア SBC モジュールを実行します。アクティブ SBC モジュールで障害
が発生した場合、アクティブ IOS プロセスはスタンバイ IOS プロセスにスイッチオーバーし、古いス
タンバイ統合 SBC モジュールは、アクティブとして処理を再開します。スタンバイ IOS プロセスは、
アクティブ IOS プロセスと同じルート プロセッサ（Cisco ASR 1002 および Cisco ASR 1004 ルータ）、
または冗長スタンバイ RP（Cisco ASR 1006 ルータ）に存在します。
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Route Processor Redundancy（RPR）

Cisco ASR 1002 および Cisco ASR 1004 ルータでは、スタンバイ Cisco IOS プロセスは、アクティブ
Cisco IOS プロセスと同じルート プロセッサで実行されています。Cisco IOS で障害が発生した場合、
ルータはスタンバイ Cisco IOS プロセスに切り替わります。Cisco ASR 1002 シリーズ、および Cisco
ASR 1004 シリーズ ルータでは、冗長ルート プロセッサ、または冗長 ESP は使用できません。
Cisco ASR 1006 ルータでは、ユニファイド コンフィギュレーション、および分散コンフィギュレー
ションの両方が冗長ルート プロセッサおよび冗長 ESP で動作します。アクティブ Cisco IOS プロセス
で障害が発生した場合、ルータは、別のスタンバイ ルート プロセッサで実行されているスタンバイ
Cisco IOS プロセスに切り替わります。ESP レベルの Cisco Unified Border Element（SP Edition）冗
長性は、スタンバイ冗長 ESP が使用されている場合だけ提供されます。アクティブ ESP で実行されて
いる SBC コンポーネントには、スタンバイ ESP で実行されているまったく同じピア コンポーネントが
あります。この場合、アクティブ ESP で実行されている SBC コンポーネントで障害が発生すると、
バックアップ ESP へのスイッチオーバーが行われます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）でサポートされているソフトウェア冗長性のタイプは次の
とおりです。

• Route Processor Redundancy（RPR）
• ステートフル スイッチオーバー（SSO）
• In Service Software Upgrade（ISSU）

Route Processor Redundancy（RPR）
RPR では、ステートを同期せずに、スタンバイ RP またはスタンバイ Cisco IOS プロセスを実行できま
す。アクティブ RP（または、アクティブ Cisco IOS プロセス）で重要なエラーが発生した場合、シス
テムはスタンバイ RP（または、スタンバイ Cisco IOS プロセス）に切り替え、その後、初期化を完了
します。直前の「アクティブ」RP のステート情報はすべて失われるため、新しい「アクティブ」RP
は、自身を設定し、すべてのステート情報を再学習する必要があります。

RPR ベースの RP スイッチオーバー イベントが発生した場合、スイッチオーバー時にすでに確立され
ている（安定ステートの）SBC コールはすべて失われます。スイッチオーバー時に確立の途中であっ
た SBC コールは、できるだけ正常時と同様に廃棄されます。最初のスイッチオーバー イベント後、少
しの間、新しいコールは確立できません。
RPR 冗長性により、ISSU が使用できなくなったときに Cisco IOS Fast Software Upgrade が可能にな
「スタンバイ」に同期される Cisco IOS SBC ステート情報はありません。し
ります。RPR モードでは、
たがって、RPR ベースのスイッチオーバー時にすべてのコールが廃棄されます。
（注）

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでは、RPR はサポートされますが、RPR+ はサポートされま
せん。RPR+ の代わりに、ステートフル スイッチオーバー（SSO）を使用できます。

SSO サポート
ステートフル スイッチオーバー（SSO）に対する Integrated Session Border Controller サポートでは、
アクティブ プロセッサとして使用されているルート プロセッサと、スタンバイ プロセッサとして使用
されている別の RP の間、または同じ RP 上のアクティブ Cisco IOS プロセスとスタンバイ Cisco IOS
プロセスとの間で、重大なステート情報の同期が行われるステートフル Cisco IOS プロセス スイッチ
オーバーが可能です。Cisco IOS が SSO 向けに設定されている場合、アクティブ IOS プロセスで実行
されている SBC モジュールは、継続的に自身の内部ステートを、スタンバイ IOS プロセスのスタンバ
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イ ピア SBC モジュールに「リプリケート」します。このようにして、スタンバイ SBC モジュールは、
常にアクティブ IOS プロセスとの同期を保ちながら、アクティブ IOS プロセスに失敗し、SSO が発生
した場合にアクティブ コールの維持とコール処理の再開に必要なステート情報をすべて保持します。

SSO については、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps6922/products_installation_and_configuration_guides_list.h
tml）を参照してください。

ISSU のサポート
Integrated Session Border Controller は、冗長 RP プロセス、または冗長 IOS プロセスとともに、
In-Service Software Upgrade（ISSU）をサポートします。ISSU プロセスを使用すると、アクティブ
RP またはアクティブ IOS プロセスでパケット転送が行われている間に、スタンバイ RP またはスタン
バイ IOS プロセスでソフトウェアをアップグレードまたは変更できます。Cisco ASR 1000 シリーズ
ルータの場合、ISSU の互換性はアップグレードされるソフトウェア パッケージ、およびハードウェア
構成によって異なります。

Cisco IOS XE ソフトウェアの配布だけのバージョンとユニファイド バージョンの間で ISSU がサポー
トされている可能性はありますが、ソフトウェアのダウングレードが必要である場合、Cisco IOS XE
Release 2.4 で導入されたユニファイド機能は、配布だけのバージョンでは使用できません。このよう
な場合は、ユニファイド Cisco Unified Border Element（SP Edition）をサポートしていないバージョ
ンの Cisco IOS XE ソフトウェアにダウンロードする前に、ユニファイド Cisco Unified Border
Element（SP Edition）の設定を解除してください。配布だけの Cisco Unified Border Element（SP
Edition）コンフィギュレーションは、この制約を受けません。
ISSU 互換性に関する最新情報については、『Cisco ASR 1000 Aggregation Services Router Software
Configuration Guide』の「High Availability Overview」の項を参照してください。
ISSU プロセスについては、『Cisco IOS In Service Software Upgrade and Enhanced Fast Software
Upgrade Process』（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/sb_issu.html）を参照
してください。
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シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能は、地理的に分散したマルチボックス冗長性を提供します。統
合 Session Border Controller（SBC）および分散 SBC は、ボックス間のハイ アベイラビリティをサ
ポートします。
シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能は、Cisco ASR 1001 シリーズ ルータ、Cisco ASR 1002 シリー
ズ ルータ、Cisco ASR 1004 シリーズ ルータ、Cisco ASR 1006 シリーズ ルータ、および Cisco ASR
1013 シリーズ ルータでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ていました。このマニュアルでは Session Border Controller（SBC）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

シャーシ間ハイ アベイラビリティの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 3.2S
Cisco IOS XE Release 3.3S

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入されました。

Cisco ASR 1006 シリーズ ルータ、Cisco ASR 1013 シリーズ ルータ、
およびシャーシ間変換に関連するサポート情報が追加されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「シャーシ間ハイ アベイラビリティの前提条件」（P.340）
• 「シャーシ間のハイ アベイラビリティの制約事項」（P.340）
• 「シャーシ間ハイ アベイラビリティについて」（P.341）
• 「SBC への冗長グループの割り当て」（P.350）
• 「シャーシ間ハイ アベイラビリティの管理と監視」（P.352）
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シャーシ間ハイ アベイラビリティの前提条件
次に、シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能に関する前提条件を示します。

• SBC で共有されるインターフェイスは、同じ冗長インターフェイス識別子（RII）を持つ必要があ
ります。

• アクティブ デバイスとスタンバイ デバイスの、SBC インターフェイス、仮想ルーティングおよび
転送（VRF）、ルート、sbc 冗長性グループなどの周辺設定は、SBC 機能と同じであることが必要
です。SBC 固有の設定はスタンバイに複製されます。したがって、アクティブな Cisco ASR 1000
シリーズ ルータだけに完全な SBC 固有の設定が必要です。
• アクティブ デバイスとスタンバイ デバイスは、同じバージョンの Cisco IOS XE ソフトウェアを実
行する必要があります。

• アクティブ デバイスとスタンバイは、制御パス用の L2 接続を介して接続する必要があります。
• 組み込みサービス プロセッサは、アクティブ デバイスとスタンバイ デバイスで同じである必要が
あります。RP も一致し、同様の物理ポート アダプタ設定になっていることが必要です。
• タイムスタンプとコール タイマーが一致するように、両方の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで、
ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を設定するか、クロックを同じに設定する必要がありま
す。

• 遅延時間は、タイム アウトを防止するため、すべての制御リンクおよびデータ リンクで最小にす
る必要があります。

• Gigabit Ether Channel などの物理的に冗長なリンクを、制御パスおよびデータ パスに使用する必
要があります。

シャーシ間のハイ アベイラビリティの制約事項
次に、シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能に関する制約事項を示します。

• 冗長性を持たせるための 2 台を超える SBC クラスタ化はサポートされません。
• ボックスツーボックス アプリケーションのフェールオーバー時間は、非ボックスツーボックス ア
プリケーションではより高くなります。

• LAN および MESH シナリオはサポートされません。
• デュアル IOS デーモンが設定されている場合、デバイスはシャーシ間ハイ アベイラビリティ構成
をサポートしません。

• SBC のアクティブ / スタンバイ モードだけがサポートされます。
• SBC インターフェイスをシグナリングおよびメディア アドレスに使用する必要があります。物理
インターフェイスの IP アドレスは使用できません。
• VRF は、SBC データの正確な同期のため、アクティブ ルータとスタンバイ ルータに同じ順序で定
義する必要があります。

• スタンバイ ルータに複製された設定は、スタートアップ コンフィギュレーションにコミットされ
ず、実行コンフィギュレーションに設定されます。ユーザが write memory コマンドを実行して、
アクティブ ルータから同期された変更をスタンバイ ルータでコミットする必要があります。

• シャーシ間ハイ アベイラビリティとシャーシ内ハイ アベイラビリティの共存はサポートされませ
ん。

• Cisco ASR 1001 シリーズ ルータ、Cisco ASR 1002 シリーズ ルータ、および Cisco ASR 1004 シ
リーズ ルータでは、ソフトウェア冗長性を使用したシャーシ間冗長はサポートされません。
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• Cisco ASR 1006 シリーズ ルータおよび Cisco ASR 1013 シリーズ ルータでは、シャーシ内冗長性
を使用したシャーシ間冗長はサポートされません。これは、シャーシの単一の RP および ESP でサ
ポートされます。

シャーシ間ハイ アベイラビリティについて
シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能を使用すると、ルータ ペアが相互にバックアップとして動作す
ることが可能になります。この機能を設定し、複数のフェールオーバー条件に基づいてアクティブ
ルータを判断できます。フェールオーバーが発生すると、中断なくスタンバイ ルータが引き継ぎ、
コール シグナリングの処理と、メディア転送の実行を開始します。
冗長インターフェイスのグループは、冗長グループと呼ばれます。図 1 は、アクティブ / スタンバイ デ
バイス シナリオを表現しています。また、1 つの発信インターフェイスを持つルータのペアについて、
冗長グループを設定する方法を示します。
設定可能なコントロール リンクおよびデータ同期リンクによってルータが結合されます。コントロー
ル リンクは、ルータのステータスを通信するために使用されます。データ同期リンクは、SBC からス
テートフル情報を転送し、コールとメディア フローについてステートフル データベースを同期するた
めに使用されます。冗長インターフェイスの各ペアは同じ一意の ID 番号（RII とも呼びます）で設定
されます。
図 1

冗長グループの設定
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冗長グループ メンバーのステータスは、コントロール リンクで送信される Hello メッセージを使用す
ることで判断できます。設定された時間内に、いずれかのルータが Hello メッセージに応答しない場
合、エラーが発生したと見なされ、スイッチオーバーが開始されます。ミリ秒単位でエラーを検出する
には、双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルと統合されたフェールオーバー プロトコルを
コントロール リンクで実行します。Hello メッセージについて次のパラメータを設定できます。

• アクティブ タイマー
• スタンバイ タイマー
• Hellotime：Hello メッセージが送信される間隔。
• Holdtime：アクティブまたはスタンバイ ルータがダウン状態と宣言されるまでの時間。

hellotime のデフォルトは、ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）に合わせるために 3 秒で
す。また、holdtime のデフォルトは 10 秒です。また、timers hellotime msec コマンドを使用して、こ
れらのタイマーをミリ秒単位で設定することもできます。
スイッチオーバーの影響を受けるインターフェイスのペアを判断するには、冗長インターフェイスの各
ペアについて RII を設定する必要があります。
プライオリティはスタートアップ コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレーションで設定
できるの対し、実行時間プライオリティは指定された任意の時点のルータのプライオリティです。実行
時間プライオリティは、減少が行われていない場合は設定されたプライオリティと同じになります。ま
たはインターフェイスの障害と減少に基づいて減らすことができます。次のプライオリティ要因により
スイッチオーバーが発生する可能性があります :

• 最も優先度が高いルータがアクティブ ルータになります。アクティブ ルータまたはスタンバイ
ルータで障害が発生した場合、減分値と呼ばれる設定可能な数値分、ルータの優先度が減らされま
す。アクティブ ルータの優先度が、スタンバイ ルータの優先度を下回る場合、スイッチオーバー
が発生し、スタンバイ ルータがアクティブ ルータになります。このデフォルトの動作を無効にす
るには、冗長グループについて preemption 属性をディセーブルにします。また、インターフェイ
スの L1 状態がダウン状態になった場合、各インターフェイスを設定して優先度を減らします。こ
の数は、冗長グループに設定されているデフォルトの値よりも優先されます。

（注）

デフォルトで、プリエンプションはイネーブルになりません。これは prempt コマンドを使用
してイネーブルにできます。プリエンプションが設定されている場合、スタンバイ ルータが
フェールオーバーを開始します。

冗長グループの優先度が変更されるエラー イベントごとに、タイム スタンプ、影響を受けた冗長
グループに関する情報、以前の優先度、新しい優先度、およびエラー イベントの原因の説明を含
む syslog エントリが生成されます。

• ルータまたはインターフェイスの優先度が、設定可能なしきい値レベルを下回ると、アクティブ
ルータはフェールオーバーを開始します。
スタンバイ ルータへのスイッチオーバーは、次の状況で行われる可能性があります。

• アクティブ ルータで停電またはリロードが発生した場合（クラッシュも含まれます）。
• アクティブ ルータの冗長グループを手動でリロードするには、redundancy application reload
group rg-number self コマンドを使用します。
任意のモニタ対象インターフェイスで 2 つの連続する Hello メッセージに失敗した場合、インターフェ
イスは強制的にテスト モードになります。この問題が発生すると、いずれのユニットもまずインター
フェイス上のリンク ステータスを確認してから、次のテストを実行します。

• ネットワーク アクティビティ テスト
• ARP テスト
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• ブロードキャスト ping テスト

排他的仮想 IP と排他的仮想 MAC
仮想 IP（VIP）と仮想 MAC は、SBC アプリケーションが、トラフィックを受信するインターフェイ
スを制御するために使用します。1 つのデバイス上のインターフェイスは別のデバイス上の別のイン
ターフェイスとペアにされ、両方のインターフェイスが同じ冗長グループに関連付けられます。アク
ティブな冗長グループに関連付けられているインターフェイスは、排他的に VIP アドレスと仮想 MAC
を所有します。そのデバイスのアドレス解決プロトコル（ARP）プロセスによって、VIP に関係する
ARP 要求に対する ARP 応答が送信されます。また、インターフェイスのイーサネット コントローラ
は、仮想 MAC 宛てのパケットを受信するようにプログラミングされます。冗長グループのフェール
オーバーが発生すると、VIP と仮想 MAC の所有権は変化します。新しくアクティブになった冗長グ
ループに関連付けられたインターフェイスは、gratuitous ARP を送信し、インターフェイスのイーサ
ネット コントローラをプログラミングして、仮想 MAC 宛てのパケットを受け入れます。

LAN-LAN トポロジ
シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能は LAN-LAN トポロジをサポートします。図 2 に LAN-LAN ト
ポロジを示します。トラフィックは、適切な SBC インターフェイス上の IP アドレスへのアップ スト
リームまたはダウン ストリーム ルータでスタティック ルーティングを設定するによって、多くの場合
SBC に送信されます。さらに、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、アップストリームまたはダウンス
トリーム ルータとのダイナミック ルーティングに参加します。LAN 側インターフェイスでサポートさ
れるダイナミック ルーティングの設定によって、ルーティング プロトコルのコンバージェンスへの依
存関係が生まれるため、フェールオーバーの所要時間が長くなります。
図 2

LAN-LAN トポロジ

እ㒊

VIP/VMAC ࢆ⏝ࡋࡓ LAN
㸦ࠕࢡࢸࣈࠖ࡞ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫୖ㸧

SBC
ASR 1

ASR 2

ෆ㒊

281692

VIP/VMAC ࢆ⏝ࡋࡓ LAN
㸦ࠕࢡࢸࣈࠖ࡞ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫୖ㸧

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

343

シャーシ間ハイ アベイラビリティ
シャーシ間ハイ アベイラビリティについて

WAN-LAN トポロジ
シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能は WAN-LAN トポロジをサポートします。

（注）

ただし、非対称ルーティングはシャーシ間ハイ アベイラビリティ機能でサポートされません。
図 3 に、LAN が LAN/LAN トポロジのものと同様の WAN-LAN トポロジを示します。WAN では、
VIP は不要です。SBC インターフェイス ネットワークはダイナミック ルーティングにより両方の
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで分散できます。OSPF、ISIS、BGP などのルーティング プロトコル
は、WAN リンク上で動作できます。

WAN 側ルータの障害によるトラフィックのフェールオーバーでは隣接する WAN リンクまたは WAN
接続は、ルーティング プロトコルのコンバージェンスに依存します。これらの障害シナリオでは 1 秒
未満のフェールオーバーを実現できませんが、ルーティング プロトコルのキープ アライブ タイマーを
調整し、BFD 機能を使用することで（使用可能な場合）、障害検出を最小化できます。IOS トラッキン
グ機能を使用し、WAN リンクが障害になった場合にフェールオーバーをトリガーするように Cisco
ASR 1000 シリーズ ルータの冗長グループのプライオリティ値を減らすことで、完全な接続とともにス
タンバイ ルータにフェールオーバーし、SBC のダウン タイムを最小限にできます。
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図 3

WAN-LAN トポロジ

WAN

࣮ࣝࢸࣥࢢ ࣉࣟࢺࢥࣝࡀ
WAN ഃࡢ㞀ᐖࡼࡿ
࣮ࣝࢸࣥࢢ ࢥࣥࣂ࣮ࢪ࢙ࣥࢫࢆᣦ♧
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ෆ㒊
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㸦ࠕࢡࢸࣈࠖ࡞ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫୖ㸧

冗長グループと SBC による転送
冗長グループでは、各クライアントがスタンバイおよびアクティブ デバイス間の接続を確立する必要
があります。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ プラットフォームのボックスツーボックスの実装は、
Stream Control Transmission Protocol（SCTP）を使用したスタンバイおよびアクティブ ルータ間の接
続を使用します。この接続は、冗長ファシリティ クライアントによって、2 つのボックスを同期した状
態に保つために、イベントとステータスの交換に使用されます。プラットフォームには、プラット
フォーム固有のステータスとイベントを交換するために信頼できるユーザ データグラム プロトコル
（UDP）接続を使用する MCP C クライアントもあります。

SBC には独自のクライアントがあり、ステータス、イベント、および複製データを交換するために
TCP 接続を使用します。これらの接続を表示するには show redundancy application transport
clients コマンドを使用し、接続、ポート、および IP アドレスの詳細を表示するには show
redundancy application group コマンドを使用します。

シャーシ間 - シャーシ内変換
Cisco IOS XE Release 3.3S から、シャーシ間のハイ アベイラビリティ機能も Cisco ASR 1006 シリー
ズ ルータと Cisco ASR 1013 シリーズ ルータでサポートされます。
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シャーシ内ハイ アベイラビリティは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに 2 つのルーティング プロ
セッサ（RP）があり、1 つの RP がアクティブ モードでもう 1 つがスタンバイ モードの場合に発生し
ます。シャーシ間のハイ アベイラビリティは 2 台の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータがあり、1 台がア
クティブ モードで他方がスタンバイ モードで、各ルータに 1 つの RP がある場合に発生します。
ここでは、ハイ アベイラビリティ interchassis-intrachassis 変換に関する手順をリストします。

• 「シャーシ内からシャーシ間への変換」（P.346）
• 「シャーシ間からシャーシ内への変換」（P.348）

シャーシ内からシャーシ間への変換
次に、デュアル RP から単一 RP ボックスツーボックスへの変換に関する手順を説明します。
ステップ 1

デュアル RP とデュアル転送プロセッサ（FP）がある Cisco ASR 1006 シリーズ ルータおよび Cisco
ASR 1013 シリーズ ルータをステートフル スイッチオーバー（SSO）モードで設定します。

ステップ 2

SBC 機能を設定し、正常な動作を確認するためにテスト コールを生成します。

ステップ 3

OIR または CLI のシャットダウン方法を使用して、ボックスから 1 つの RP と 1 つの FP を取り外しま
す。

ステップ 4

アプリケーション冗長性を設定します。
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1/1
Router(config-if)# redundancy rii 600
Router(config-if)# redundancy group 1 ip 10.2.3.4 exclusive decrement 200
Router(config-if)# exit
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# name SBC
Router(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 0/0/1
Router(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 0/0/2 protocol 1
Router(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Router(config-red-app-grp)# track 1 decrement 1
Router(config-red-app-grp)# track 2 decrement 1
Router(config-red-app-grp)# exit
Router(config-red-app)# protocol 1
Router(config-red-app-prtcl)# name BFD
Router(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 4 holdtime 6
Router(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 100

ステップ 5

RG がシャットダウンした後、SBC アプリケーションの冗長設定を追加します。
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# name SBC
Router(config-red-app-grp)# shutdown
Router(config-red-app-grp)# exit
Router(config-red-app)# exit
Router(config-red)# exit
Router(config)# sbc redundancy-group 1 tcp
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
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Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# no shutdown

ステップ 6

SBC の設定を保存し、no sbc コマンドを使用して SBC の設定を削除します。
Router(config)# no sbc ASR1

ステップ 7

別の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータはまだ設定されていないため、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ
が ACTIVE モードまたは UNKNOWN モードであることを確認します。
Router# show redundancy application transport group

ステップ 8

保存された設定を使用して SBC を再度設定します。
Router(config)# sbc ASR1

ステップ 9

SBC が正常に機能していることを確認するためにテスト コールを発信します。

ステップ 10

1 つの RP と 1 つの FP を使用して、2 番目の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータをオンラインにします。

ステップ 11

2 番目の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでアプリケーション冗長性を設定します。
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1/1
Router(config-if)# redundancy group 1 ip 10.1.1.1 exclusive decrement 50
Router(config-if)# redundancy rii 10
Router(config-if)# exit
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# name SBC
Router(config-red-app-grp)# data GigabitEthernet 1/0/1
Router(config-red-app-grp)# control GigabitEthernet 0/0/1 protocol 1
Router(config-red-app-grp)# timers delay 100 reload 400
Router(config-red-app-grp)# track 1 decrement 1
Router(config-red-app-grp)# track 2 decrement 1
Router(config-red-app-grp)# exit
Router(config-red-app)# protocol 1
Router(config-red-app-prtcl)# name BFD
Router(config-red-app-prtcl)# timers hellotime 4 holdtime 6
Router(config-red-app-prtcl)# authentication md5 key-string 0 n1 100

ステップ 12

RG をシャット ダウンした後、2 番目の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに SBC アプリケーションの
冗長設定を追加します。
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# name SBC
Router(config-red-app-grp)# shutdown
Router(config-red-app-grp)# exit
Router(config-red-app)# exit
Router(config-red)# exit
Router(config)# sbc redundancy-group 1 tcp
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# no shutdown

ステップ 13

2 番目の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを、STANDBY HOT モードとなるように設定します。
Router# show redundancy application transport group

ステップ 14

最初の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータがまだ ACTIVE モードかどうかを確認します。
Router# show redundancy application transport group
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ステップ 15

SBC の設定が、STANDBY モードの Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに同期しているかどうかを確認
します。
Router# show run

ステップ 16

SBC がまだ機能しているかどうかを確認するためにテスト コールを発信します。

シャーシ間からシャーシ内への変換
次に、単一 RP ボックスツーボックスからデュアル RP への変換に関する手順を説明します。
ステップ 1

ボックスツーボックス モードの単一 RP および単一 FP を使用して、2 台の Cisco ASR 1000 シリーズ
ルータを設定します。

ステップ 2

ボックスツーボックス動作が正常であることを確認するため、複数のフェールオーバーを使用したテス
ト コールを生成します。

ステップ 3

両方の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで RG をシャットダウンします。
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# application redundancy
Router(config-red-app)# group 1
Router(config-red-app-grp)# shutdown

ステップ 4

両方の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータから SBC の冗長性設定を削除します。
Router (config)# no sbc redundancy-group 1 tcp

ステップ 5

両方の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータから RG の設定を削除します。
Router(config-red)# no application redundancy

ステップ 6

SBC の設定を保存し、no sbc コマンドを使用して SBC の設定を削除します。
Router(config)# no sbc ASR1

ステップ 7

ACTIVE モードの Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに 1 つの RP および 1 つの FP を追加します。

ステップ 8

保存された設定を使用して SBC を再度設定します。
Router(config)# sbc ASR1

ステップ 9

プライマリ Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの SBC アプリケーションがアクティブ化され、正しく機
能しているかどうかを確認します。
Router# show redundancy application transport group

ステップ 10

SBC が機能しているかどうかを確認するためにテスト コールを生成し、次のステップを実行するため
にこのコールをアクティブなままにします。

ステップ 11

SSO の冗長性を設定します。
Router(config)# redundancy
Router(config-red)# mode sso

ステップ 12

設定が同期され、SBC のトラフィックに中断がないかどうかを確認します。
Router# show run

ステップ 13

SBC がまだ機能していることを確認するためにテスト コールを発信します。
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シャーシ間ハイ アベイラビリティの設定
シャーシ間ハイ アベイラビリティを設定するには、
『Security Configuration Guide: Zone-Based Policy
Firewall Cisco IOS XE Release 3S』の「Configuring Firewall Stateful Inter-Chassis Redundancy」の章
の次の項を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/sec_data_zbf/configuration/xe-3s/sec-data-zbf-x
e-book.html
この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 冗長アプリケーション グループの設定
• 冗長グループ プロトコルの設定
• 仮想 IP アドレスおよび冗長インターフェイス識別子の設定
• コントロールおよびデータ インターフェイスの設定

シャーシ間ハイ アベイラビリティを使用したスタティック ルーティングの
設定
スタティック ルートがアップストリーム ルータまたはレイヤ 3 スイッチで使用される場合、VIP が
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの LAN 側インターフェイス上で設定されている必要があります。宛
先 IP アドレスが SBC インターフェイスの IP アドレスに設定されたスタティック ルートは、VIP アド
レスをネクスト ホップ アドレスとして設定します。このシナリオでは、フェールオーバー中に最適な
コンバージェンス時間が得られますが、ルータまたはレイヤ 3 スイッチと Cisco ASR 1000 シリーズ
ルータの間で LAN のユニキャスト フラッディング問題が発生します。
デフォルトの ARP テーブルのエージング タイムは 4 時間ですが、MAC テーブルのエージング タイム
は数分です。ARP タイムアウトよりも大きいか等しい MAC エージング タイマーが、アップストリー
ム LAN とダウンストリーム LAN の両方でユニキャスト フラッディングを防ぐために必要です。ARP
テーブルがタイム アウトした後、VIP への ARP 要求を送信します。アクティブな Cisco ASR 1000 シ
リーズ ルータは VMAC で ARP 要求に応答します。MAC テーブルが更新され、ユニキャスト フラッ
ディング問題が解決されます。

MAC エージング タイマーを増やすか、ユニキャスト フラッディング問題がある VLAN の ARP エー
ジング タイマーを短く設定するには、ルータまたはレイヤ 3 スイッチで次のいずれかのコマンドを使
用します。
• VLAN インターフェイス上の arp timeout コマンド
• mac-address-table aging-time vlan コマンド

シャーシ間ハイ アベイラビリティを使用したダイナミック ルーティングの
設定
SBC インターフェイスは、ボックスがアクティブになると SBC がアドバタイズされるように、Open
Shortest Path First（OSPF）エリアの一部として含まれている必要があります。次に、ルーティングを
使用した SBC ボックスツーボックスのアプリケーションを示す OSPF 構成の例を示します。
router ospf 200
router-id 4.4.4.10
priority 11
nsf
network 4.4.0.0 0.0.255.255 area 0
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interface SBC1
ip address 10.2.0.1 255.255.255.0 secondary
ip address 10.2.0.10 255.255.255.0 secondary
ip address 10.2.0.100 255.255.255.0
ip ospf 200 area 0

（注）

重複する IP アドレスを防ぐために、SBC インターフェイスがスタンバイ ルータでダウン / ダウン状態
のままになっています。

SBC への冗長グループの割り当て
この作業では、SBC に冗長グループを割り当てる方法を示します。

（注）

SBC インターフェイス上の設定は、アクティブ ルータとスタンバイ ルータで同様です。ただし、冗長
グループのトラフィック インターフェイスの IP アドレスおよび共有冗長性 IP アドレスは異なります。
Cisco ASR 1001 ルータ、Cisco ASR 1002 ルータ、および Cisco ASR 1004 ルータでこの手順を実行す
る際、冗長モードを NONE に設定します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. application redundancy
5. group id
6. shutdown
7. exit
8. exit
9. exit
10. sbc redundancy-group group-number tcp
11. redundancy
12. application redundancy
13. group id
14. no shutdown
15. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワードを入
力します（要求された場合）。

例：
Router> enable

ステップ 2

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 4

application redundancy

冗長アプリケーション コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config-red)# application redundancy

ステップ 5

group id

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーション
モードを開始します。

• id：冗長グループ ID を 1 ～ 2 の範囲で指定します。

例：
Router(config-red-app)# group 1

ステップ 6

SBC に冗長グループを割り当てるには、冗長グループを

shutdown

シャット ダウンする必要があります。
例：
Router(config-red-app-grp)# shutdown

ステップ 7

exit

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーション
モードを終了し、冗長アプリケーション コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config-red-app-grp)# exit

ステップ 8

exit

冗長アプリケーション コンフィギュレーション モードを
終了して、冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config-red-app)# exit

ステップ 9

exit

冗長コンフィギュレーション モードを終了して、グローバ
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-red)# exit

ステップ 10 sbc redundancy-group group-number tcp

次のものを追跡するため、SBC に冗長グループを割り当て
ます。

• group-number：冗長グループ番号を指定します。

例：
Router(config)# sbc redundancy-group 1 tcp

• tcp：Transmission Control Protocol（TCP）、および冗
長グループ プロトコルを指定します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 redundancy

目的
冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 12 application redundancy

冗長アプリケーション コンフィギュレーション モードを
開始します。

例：
Router(config-red)# application redundancy

ステップ 13 group id

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーション
モードを開始します。

• id：冗長グループ ID を 1 ～ 2 の範囲で指定します。

例：
Router(config-red-app)# group 1

ステップ 14 no shutdown

冗長グループがアクティブ化されます。

例：
Router(config-red-app-grp)# no shutdown

ステップ 15 end

冗長アプリケーション グループ コンフィギュレーション
モードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config)# end

シャーシ間ハイ アベイラビリティの管理と監視
次の項の説明に従い、シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能を管理および監視できます。

• 「冗長グループインフラストラクチャの管理と監視」（P.352）
• 「SBC 冗長性グループの管理と監視」（P.353）

冗長グループインフラストラクチャの管理と監視
冗長グループのインフラストラクチャを管理および監視するには、次のコマンドを使用します。

• redundancy application reload group group-number {peer | self}：アクティブ冗長グループのス
テータスに影響を与えずに、アクティブな冗長グループをリロードし、スタンバイ冗長性グループ
をアクティブ冗長グループにします。

• show redundancy application {group-id | all}：指定したグループまたはすべてのグループに関す
る要約情報を示します。

• show redundancy application faults {group-id | all}：指定したグループまたはすべてのグループ
について障害情報を示します。

• show redundancy application if-mgr {group-id | all}：指定したグループまたはすべてのグループ
について if-mgr に関する情報を示します。
• show redundancy application interface interface：冗長グループに関連付けられたインターフェ
イス情報を表示します。
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• show redundancy application protocol group-id：指定したグループまたはすべてのグループに関
するプロトコル情報を示します。

• show redundancy application transport {group-id | clients}：指定したグループまたはすべての
グループに関するトランスポート情報を示します。
冗長グループに関連付けられた指定のタイプの情報のデバッグ ロギングをイネーブルにするには、次
のコマンドを使用します。

• debug redundancy application vp {event | error}
• debug redundancy application transport {db | trace | event | error | timer}
• debug redundancy application media {packet | event | error | timer | nbr | all}
• debug redundancy application protocol {event | error | media | peer | detail | all}
• debug redundancy application faults {event | error | fault | func | db | all}
• debug platform software rg {tdl | terse | detail | error}

SBC 冗長性グループの管理と監視
SBC 冗長性グループを管理および監視するには、次のコマンドを使用します。
• show sbc name rg transport：SBC 冗長性グループに関連するトランスポート情報を表示します。
• show sbc name rg statistics：SBC 冗長性グループに関連するトランスポート統計情報を表示しま
す。

• clear sbc name rg：SBC の冗長グループのボックスツーボックスの統計情報をクリアします。
• monitor event-trace sbc ha：デバッグを支援するためのブート履歴と遷移ログを生成するため、
重要な冗長性グループ イベントを含めるように、SBC に関するイベント トレーシングを設定しま
す。
次に、show sbc name rg transport コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc MySBC rg transport
SBC HA RG connection parameters for domain 2
--------------------------------------------Application Type
1
Handler
53
My IP address
1.0.0.7
My L4 Port
1060
L3 Protocol
1
L4 Protocol
1
Peer IP address
1.0.0.6
Peer L4 Port
1060
My MTU
1464
My L4 Offset
28

次に、show sbc name rg statistics コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc MySBC rg statistics
SBC HA B2B statistics
--------------------Number of messages successfully queued
Number of messages successfully sent
Number of IPS messages sent
Number of messages queue failures
Number of attempted-send message failures
Number of message header malloc failures
Number of no packet available failures
Number of high watermark of queued messages

=
=
=
=
=
=
=
=

407
407
370
0
0
0
0
16
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Number of high watermark of recv messages

= 15

Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

=
=
=
=
=
=
=
=
=

of
of
of
of
of
of
of
of
of

messages received
received IPS messages
received messages discarded
received messages dropped(no group)
received large IPS messages
large message send failures
large message send total
large message recv failures
large message not sent, unsupp by peer

412
356
0
0
37
0
0
0
0

次に、show monitor event-trace sbc ha all コマンドの出力例を示します。この例では、SBC のハイ
アベイラビリティ イベントからのすべてのメッセージが表示されます。
Router# show monitor event-trace sbc ha all
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan
*Jan

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10:21:49.718:
10:21:49.720:
10:21:49.720:
10:21:59.448:
10:21:59.448:
10:49:02.523:
10:49:02.605:
10:49:02.605:
10:49:02.617:
10:49:02.617:
10:49:02.617:
10:49:02.617:
10:50:00.853:
10:50:00.853:
10:50:00.854:

RF: Is Active, from boot = 0x1
IPC: Initialised as master
RF: Active reached, from boot = 0x1
ILT: Registered on 48, result = 0x1
RF: Start SM on 48
IPC: Session to peer opened
ISSU: Negotiation starting
RF: Delaying progression at 300
ISSU: Negotiation done
RF: Negotiation result = 0x1
RF: Peer state change, peer state = 0x1
RF: Resuming progression at event 300
ISSU: Transformed transmit message
IPC: Queuing message type SBC_HA_MPF_CAPS_MSG_TYPE
IPC: Queued message type SBC_HA_MPF_CAPS_MSG_TYPE

シャーシ間ハイ アベイラビリティの設定例
シャーシ間ハイ アベイラビリティに関する設定例の一覧については、『Security Configuration Guide:
Zone-Based Policy Firewall Cisco IOS XE Release 3S』の「Configuring Firewall Stateful Inter-Chassis
Redundancy」の章の次の項を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios-xml/ios/sec_data_zbf/configuration/xe-3s/sec-data-zbf-x
e-book.html
• Example: Configuring the Redundancy Application Group
• Example: Configuring the Redundancy Group Protocol
• Example: Configuring Virtual IP Address and Redundant Interface Identifier
• Example: Configuring Control and Data Interface
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第 5 部：メディア

ファクス サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）メディア コンポーネントにより、Fax over IP コールが可
能になります。Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Session Initiation Protocol（SIP;
セッション開始プロトコル）、または H.323 を使用し、次のタイプの Fax over IP コールがサポートさ
れています。
• G.711 パススルー
• 次のプロトコルに従った T.38 ファクス パススルー：
– RTP：Real-Time Transport Protocol （リアルタイム トランスポート プロトコル）
– UDP-TL：User Datagram Protocol （ユーザ データグラム プロトコル）に従って実行される
ファクス メディアで使用されるライトウェイト トランスポート プロトコル

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
ファクス サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。
このリリースで追加された機能は次のとおりです。

• H.323 のサポート
• SIP および H.323 インターワーキング コール対応 G.711 パススルー
サポート

• H.323-H.323 インターワーキング コール、および SIP-H.323 イン
ターワーキング コール対応 T.38 ファクス サポート。
• Fax Upspeed のサポート。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「ファクス サポートの制約事項」（P.358）
• 「ファクス サポート」（P.358）
• 「Fax Upspeed のサポート」（P.359）
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ファクス サポートの制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）におけるファクス サポートの制約事項は次のとおりです。
• G.711 および T.38 インターワーキングはサポートされていません。
• T.38 ファクス パススルーでは、H.323-SIP コール、または SIP-H323-SIP コールはサポートされて
いません。

• シスコ専用ファクスはサポートされていませんが、パススルー モードで動作する可能性はありま
す。これは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が RTP ペイロード タイプを規制せず、
帯域幅だけを規制するからです。シスコ専用ファクスは RTP を使用します。

ファクス サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次の 2 種類の Fax over IP をサポートしています。
• G.711 パススルー
• T.38 パススルー

G.711 パススルー
G.711 パススルーは、International Telecommunication Union（ITU; 国際電気通信連合）標準コーデッ
クで、動作レートは 64 Kbps です。これは単純なファクス方式で、典型的な G.711 コールの RTP スト
リームでのファクス送信をサポートしています。G.711 の提供する音声品質は高いため、大半の VoIP
プロバイダーで使用されています。G.711 は一般の電話や ISDN 電話に類似した音声を作り出します。
これは、G.711 では圧縮が使用されず、Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話回線網）
および Integrated Services Digital Network（ISDN）と同じコーデックが使用されているからです。圧
縮が必要なく、圧縮に処理能力が費やされないため、G.711 の遅延は最も小さくなっています。
パススルーは、VoIP ネットワーク経由で FAX PCM ストリームを渡す方式です。これには、低帯域幅
コーデック（G.711）の選択、無音圧縮のディセーブル化、およびエコー キャンセレーションのイネー
ブル化が関係します。ファクス パススルーは、プロトコル スタック H.323 および SIP により通知され
ます。

Cisco IOS XE Release 2.5 以降、G.711 パススルーは、すべての SIP および H.323 インターワーキング
コールでサポートされています。

（注）

ファクス コールの性質上、このコールに対する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の課金レ
コードには、特に何も明記されません。音声コールと同じように、コールに対する標準メトリックが報
告されるだけです。

T.38 パススルー
T.38 パススルーは、リアルタイム モードで、IP ネットワークを経由してファクスを送信するための
ITU 標準です。Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、T.38 ファクス コールは、汎用オー
ディオ コーデックではなく、ファクス固有のコーデックを使って、インバンドで送信されます。T.38
ファクスは、個別にネゴシエーションされたストリームを使用します。これは、コールの開始時にネゴ
シエーションされるか（帯域幅はこの時点で確保されます）、コール中に再ネゴシエーションされます
（失敗する可能性があります）。
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パススルーは、VoIP ネットワーク経由で FAX PCM ストリームを渡す方式です。これには、高帯域幅
コーデックの選択、無音圧縮のディセーブル化、およびエコー キャンセレーションのイネーブル化が
関係します。ファクス パススルーは、プロトコル スタック H.323 および SIP により通知されます。

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、SIP-SIP コールについて、T.38 ファクス パススルーがサポートさ
れています。Cisco IOS XE Release 2.5 以降、SIP-H.323 コール、および H.323-H.323 コールのサポー
トが追加されています。SIP-H.323 コールの場合、T.38 パススルーは、コールの SIP 側だけで開始さ
れます。
T.38 ファクス パススルーでは、H.323-SIP コール、または SIP-H323-SIP コールはサポートされてい
ません。

（注）

T.38 コールのために確保されている帯域幅は、T.38 レート 14、400 ビット / 秒を十分搬送できると見
なされ、T.38 の信号レートは反映されていません。

（注）

T.38 で、Unnumbered Datagram Protocol Transport Layer （UDPTL）エラー修正を使用している場合、
帯域予約には、T.38 ストリームで最高 3 つの冗長パリティ パケットに対応できるキャパシティも含ま
れます。

Fax Upspeed のサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Fax Upspeed をサポートしています。Fax Upspeed
は、再ネゴシエーションにより、コールの途中でコーデックを変更するための SBC の機能です。Fax
Upspeed 機能は、コールに参加しているエンドポイントの 1 つが開始した場合だけサポートされます。
SBC が Upspeed アクションを開始することはありません。SBC は、H.323 または SIP インターフェイ
スとの間で、コール中にコーデックの再ネゴシエーションを処理することができます。
エンドポイントが、このコールはファクスまたはデータ コールであるが、確実にトーンを渡すにはネ
ゴシエーションされたコーデックの圧縮率が高すぎると判断した場合、このエンドポイントは、高帯域
幅コーデックである G.711 コーデックを提供するコーデック再ネゴシエーションを実行するための
re-Invite を開始することがあります。このため、高帯域幅コーデックへの再ネゴシエーション プロセ
スは「Fax Upspeed」と呼ばれます。G.711 コーデックは、PCMA/PCMU としても知られています。
エンドポイントはファクスまたはデータ コールが終了したと判断すると、新たに再ネゴシエーション
への Invite を送信して、低帯域幅コーデックに戻すことができます。
同じメカニズムは H.323 コール レッグにも当てはまります。この場合、Terminal Capability Exchange
（TCS）が行われ、メディア チャネルがいったん閉じられた後、新たに開かれます。
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コーデックの処理
Compressor-Decompressor（Codec; コーデック）は、データ ストリームまたは信号上で変換を行うデ
バイスまたはプログラムです。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、一般的に使用される音
声およびビデオのすべてのコーデックを含む、認識されているコーデックのセットを使用してハード
コードされています（表 1 から表 5 を参照）。デフォルトの動作は、認識されているすべてのコーデッ
クがすべてのコールで許可されています。コール シグナリングでその他のコーデックがあれば、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）によって削除されます。
この機能拡張により、特定のコールで使用できるコーデックを制限し、許可されたコーデックごとに許
容できる最小パケット化時間を設定できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、トランスコーディングの不要な、Session Border
Controller（SBC）を通過するパススルー コーデックをサポートします。タイプ別のパススルー コー
デックのリストについては、表 4（P.367）を参照してください。
H.323 は、PCMA、PCMU、G.722、G.723、G.728、G.729、GSM、telephone-event、H.261、H.263、
H.264、および T.38 のコーデックだけをサポートします。したがって、SIP-H.323 コールでは、H.323
でサポートできない SIP コーデックが H.323 に送信された場合、このコーデックはパススルーされな
いため、コールが失敗する可能性があります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、外部 DSP リソースまたはトランスコーディング リ
ソースを使用した SIP-SIP コールのコーデック トランスコーディングをサポートします。トランス
コーディングは、あるコーデックを使用して符号化されたメディア ストリームを、別のコーデックを
使用して符号化されたメディア ストリームに変換する処理です。たとえば、PCMU として符号化され
たメディア ストリームを、G.726-32 として符号化されたメディア ストリームに変換します。トランス
コーディングの詳細については、「トランスコーディングの実装」の章を参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Cisco IOS XE Release 2.5.1 の H.323 TCS コーデッ
クのサポートをイネーブルにします。このサポートは、H.245 端末機能セット（TCS）メッセージに追
加で提供されるコーデックを追加して、H.323 エンド ポイントに SIP エンドポイントに代わってメ
ディア機能を通知する機能を提供します。「H.323 TCS コーデックのサポート」（P.376）を参照してく
ださい。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルでサポートされます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。
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内容

コーデック処理の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.4.2
Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

Cisco IOS XE Release
2.5.1
Cisco IOS XE Release
2.6

H.323 TCS コーデックのサポートが追加されました。

Cisco IOS XE Release
3.2S

コーデック プリファレンスと順序変更のサポートが追加されました。

コーデック リストに設定された SDP オファーのパケット化時間（p-time）
属性や応答のサポートが追加されました。

H.323 コール、H.323 ビデオ コーデックの H.261、H.263、および H.264
のサポートが追加されました。トランスコーディングの不要なパススルー
コーデックのサポートが追加されました。

ダイナミック コーデック設定のサポート、複数の音声コーデック、およ
び複数のビデオ コーデックが追加されました。クリア チャネル データお
よびモデム コールの H.323 サポートが追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「コーデック処理の前提条件」（P.362）
• 「コーデック処理の制限事項」（P.363）
• 「H.323 TCS コーデック サポートの制約事項」（P.363）
• 「ダイナミック コーデック設定の制約事項」（P.364）
• 「コーデックの順序変更の制約事項」（P.364）
• 「コーデック処理および制約事項」（P.364）
• 「ダイナミック コーデック設定」（P.368）
• 「コーデック制限の設定」（P.369）
• 「パケット化時間」（P.375）
• 「H.323 TCS コーデックのサポート」（P.376）
• 「コーデック プリファレンスと順序変更のサポート」（P.377）
• 「コーデック制限の設定例」（P.382）
• 「H.323 TCS コーデックのサポートの設定例」（P.384）
• 「ダイナミック コーデック設定を使用したコーデックの定義例」（P.385）

コーデック処理の前提条件
コーデックを制限する前に、次の前提条件を満たす必要があります。
コーデック処理を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定されている
必要があります。
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• 単純なコールの作成に必要な Signaling Border Element（SBE）および Data Border Element
（DBE）のすべての設定が、すでに完了済みである必要があります。

コーデック処理の制限事項
次のコーデックの制約事項を確認してください。

• H.323 コール、SIP-H.323 コール、および H.323-SIP コールでは、トランスコーディングの必要な
コールはすべて、コール セットアップに失敗するため、着信側と発信側の両方で同じコーデック
を使用する必要があります。

• DBE 上のメディア パケット フォワーダは、各メディア ストリームで消費する帯域幅をポリシング
しますが、コーデックのタイプやパケット化時間をポリシングできません。

• 認識されていないコーデックをコーデック ホワイトリストのメンバーとして設定できません。
• コール中にコーデック ホワイトリストへの変更が行われた場合、アクティブ コールは解放されま
せん。

• コーデック ホワイトリストが設定されている場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
は、リストされていないコーデックがあれば、コール セットアップ フローおよびメディア ゲート
割り当てから削除します。

• Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）ポリシーに基づいて、複数のコー
デック ホワイトリストを設定できます。たとえば、SipAdj1 からのコールに許可されたコーデック
のリストは、SipAdj2 からのコールに許可されたコーデックのリストとは別にすることができま
す。

• コーデック ホワイトリストが設定されていない場合、認識されているすべてのコーデック（表 1
から表 5 を参照）はすべてのコールに対して許可されます。
• セッション記述プロトコル（SDP）に示されるコーデック記述のテキスト値（「PCMU」、
「telephone-event」など）を使用して、コーデック ホワイトリストを設定する必要があります。
• すべてのコーデックを禁止する方法はサポートしていません。ただし、帯域幅制限を 0 に設定し
て、同様の結果を得ることができます。

• コーデック リストは、メディア バイパス コール（Cisco Unified Border Element（SP Edition）で
はメディア リソースを予約しないコール）には適用されません。

• コーデック名の形式は、SDP 内での表現に使用されるストリングと同じです（例：PCMU、
VDVI）。認識されているすべてのコーデック名を表 1 から表 5 に示します。
• パケット化時間を 1 つ指定して、1 回に各リストに追加できるコーデックは 1 つだけです。
• リスト上のコーデックごとに、CAC は、そのコーデックを使用するストリームの信号で受け取っ
たパケット化時間を、コーデックとともにリストに設定されたパケット化時間以上になるように制
限します。ストリームでリスト内の 2 つ以上のコーデックを使用する場合、リスト内でそれぞれの
コーデックに設定されたすべてのパケット化時間のうち最大のものがストリームに適用されます。

H.323 TCS コーデック サポートの制約事項
H.323 TCS のコーデック サポートは、発信側または着信側が SIP を使用する H.323 から SIP または
SIP から H.323 へのインターワーキング コールのみに適用されます。
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ダイナミック コーデック設定の制約事項
次の制約事項がダイナミック コーデック設定機能に適用されます。

• SBC（システム コーデック）で提供されるコーデックは、変更はできますが削除できません。
• コーデック名の大文字と小文字は区別されません。
• 最大 100 個のユーザ定義のコーデックがサポートされます。
• カスタムコーデック ペイロード ID は常に 96 です。
• 新しいコーデックを定義するとき、コーデック タイプは他のすべてのフィールドの前に指定する
必要があります。

• カスタム コーデックは、コーデック タイプが指定されるまで定義されません。
• システム コーデックの ID は変更してはなりません。
• ID はコーデックで一意である必要があります。
• カスタム コーデックは、コーデック リストで使用されている場合は削除しないでください。
• サンプル サイズはサンプリング コーデックでのみ有効です。
• 帯域幅は冗長性またはサンプリング コーデックに指定できません。
• チャネルは、サンプリング ベースのコーデックのみに指定できます。

コーデックの順序変更の制約事項
• SBC は SIP-SDP コーデックのみでコーデックの順序変更をサポートします。H.323 でのコーデッ
クの順序変更はサポートされていません。

• メディア バイパスが設定されている場合、コーデックの順序変更は適用できません。

コーデック処理および制約事項
（注）

以降の表に示す帯域幅は、トランスポート層のオーバーヘッドを除いた帯域幅です。したがって、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）で予約される実際の帯域幅は、示される値よりも大きくな
ります。
表 1 に、サンプルベースのオーディオ コーデックの一覧を示します。
表 1

パケット化時間 10 ms のサンプルベースのオーディオ コーデック

クロック レート
（Hz）

サンプル サイズ
（ビット）

ペイロード タイプ

コーデック名

0

PCMU（G.711 と
も呼ばれる）

8000

8

1

5

DVI4

8000

4

1

6

DVI4

16000

4

1

8

PCMA

8000

8

1

チャネル
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表 1

パケット化時間 10 ms のサンプルベースのオーディオ コーデック （続き）

クロック レート
（Hz）

サンプル サイズ
（ビット）

ペイロード タイプ

コーデック名

10

L16

44100

16

2

11

L16

44100

16

1

15

G728

8000

2

1

16

DVI4

11025

4

1

17

DVI4

22050

4

1

—

G726-40

8000

5

1

2

G726-32

8000

4

1

—

G726-24

8000

3

1

—

G726-16

8000

2

1

—

L8

8000

8

1

—

DAT12

8000

12

2

—

L20

44100

10

2

—

L24

44100

24

2

チャネル

表 2 に、非サンプルベースのオーディオ コーデックの一覧を示します。
表 2

非サンプルベースのオーディオ コーデック

ペイロード タ
イプ

コーデック名

パケット化時間（ms）

割り当て帯域幅（bps）

3

GSM

10

13200

4

G723

30

6400

7

LPC

10

5600

9

G722

10

64000

12

QCELP

—

13300

13

CN

10

400

14

MPA

該当なし

131072

18

G729

10

8000

18

G.729A

10

8000

—

G729B

20

8000

—

G729AB

10

8000

—

G729D

10

6400

—

G729E

10

11800

—

GSM-EFR

10

12400

—

iSAC

30

32000

—

VDVI

10

25000

—

AMR

10

12500

—

AMR-WB

10

24420

—

dsr-es201108

10

4800
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表 2

非サンプルベースのオーディオ コーデック （続き）

ペイロード タ
イプ

コーデック名

パケット化時間（ms）

割り当て帯域幅（bps）

—

EVRC

10

8550

—

EVRC0

10

8550

—

mpa-robust

10

327680

—

G7221

10

32000

—

MP4A-LATM

10

131072

—

SMV

10

8550

—

SMV0

10

8550

表 3 にビデオ コーデックの一覧を示します。
表 3

ビデオ コーデック

ペイロード タ
イプ

コーデック名

パケット化時間（ms）

割り当て帯域幅（bps）

25

CelB

—

524228

26

JPEG

—

524228

28

nv

—

524228

31

H261

—

524228

32

MPV

—

524228

33

MP2T

—

524228

34

H263

—

524228

該当せず

H264

—

BMPEG

—

524228

—

BT656

—

170000000

—

DV

—

1500000000

—

H263-1998

—

524228

—

H263-2000

—

524228

—

MP1S

—

1600000

—

MP2P

—

524228

—

MP4V-ES

—

524228

—

raw

該当なし

1500000000

—

SMPTE292M

該当なし

1500000000

21000000

表 4 に、トランスコーディングの不要なサポート対象のパススルー コーデックをリストします。
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表 4

トランスコーディングの不要なパススルー コーデック

コーデック名

コーデック タイプ

PCMA（G.711 とも呼ばれ サンプルベースのオー
る）

パケット化時間
（ms）

割り当て帯域幅（bps）

10

64000

10

64000

ディオ

PCMU（G.711 とも呼ばれ サンプルベースのオー
る）

ディオ

G726-16

オーディオ

10

該当せず

G726-24

オーディオ

10

該当せず

オーディオ

10

該当せず
該当せず

G726-32
G728

オーディオ

10

G729 A

非サンプルベースのオー
ディオ

10

8000

G729 B

非サンプルベースのオー
ディオ

10

8000

G723-53

非サンプルベースのオー
ディオ

30

6400

G723-63

非サンプルベースのオー
ディオ

30

6400

GSM/GSM-FR

非サンプルベースのオー
ディオ

10

13200

GSM-EFR

非サンプルベースのオー
ディオ

20

12400

GSM-HR

非サンプルベースのオー
ディオ

20

5600

AMR

非サンプルベースのオー
ディオ

10

12500

EVRC

非サンプルベースのオー
ディオ

10

8550

G722

非サンプルベースのオー
ディオ

10

64000

iLBC

非サンプルベースのオー
ディオ

20

15200

H.261

ビデオ

該当せず

524228

H.263

ビデオ

該当せず

524228

表 5 に、他のオーディオ コーデックをリストします。
表 5

その他のコーデック

コーデック名

パケット化時間（ms）

割り当て帯域幅（bps）

telephone-event

20

1600

tone

20

1600

RED

20

1
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表 5

その他のコーデック （続き）

コーデック名

パケット化時間（ms）

割り当て帯域幅（bps）

parityfec

20

1

T140

100

80

pointer

20

1600

H224

20

6560

T38

該当なし

15500

X-NSE

20

1600

ダイナミック コーデック設定
ダイナミック コーデック設定機能を使用すると、次のことが可能になります。

• 新しいコーデックの定義：SBC に含まれるコーデックのバリアントを作成できます。たとえば、
G.729 A は SBC に含まれるコーデックです。ダイナミック コーデック機能を使用して G.729.1 と
いうバリアントを定義できます。

• 既存のコーデックの変更：SBC に含まれるコーデックの特定の属性を変更できます。たとえば、
SBC に含まれる H.264 ビデオ コーデックの帯域幅特性を変更できます。
• SBC でサポートされるコーデックの表示：SBC でサポートされるすべてのコーデックを表示でき
ます。

（注）

エイリアスとコーデックの変換は、このリリースのダイナミック コーデック設定機能でサポートされ
ません。

SBC に含まれていないオーディオおよびビデオ コーデックは、ダイナミック コーデック設定機能を使
用して定義できます。

複数のオーディオ コーデックのサポート
SBC は透過的に次のコーデックを渡します。
• 無音圧縮を使用する G.711 および RFC 2833（および RFC 4733）
• G.723
• G.726
• 無音圧縮を使用する G.726（無音圧縮は、音声がコール中にない場合にデータを送信しないことで
帯域幅を節約するために使用されます）

• G.729
• G.729a
• G.729a/b
• AMR
• AAC-LD
• AMR-WB
• AMR-WB+
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• G.718

SBC に含まれていないオーディオ コーデックは、ダイナミック コーデック設定機能を使用して定義で
きます。

複数のビデオ コーデックのサポート
SBC は、次のコーデックを使用して符号化されたメディアを透過的に渡します。
• H.263
• H.264
• H.264 AVC
• H.264 SVC
• Microsoft RT Video
• Helix Real Video

SBC に含まれていないビデオ コーデックは、ダイナミック コーデック設定機能を使用して定義できま
す。

クリア チャネル データまたはモデム コールの H.323 のサポート
clearmode コーデックは、既存の VoIP 機器でサポートされ、H.323、SIP、MGCP シグナリング プロ
トコルで使用されます。Cisco SBC は、共通のオーディオ コーデックをサポートする G.711 などのす
べての場所で clearmode コーデックをサポートします。

コーデック制限の設定
次の項で説明するように、最初にコーデックを設定してから適用します。

• 「コーデックの設定」（P.369）
• 「コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定する」（P.371）

コーデックの設定
特定のコールで使用できるコーデックを制限し、許可されたコーデックごとに許容できる最小パケット
化時間を設定するには、コーデックのリストを指定して CAC を設定し、リストの記述を設定してから、
コーデックをリストに追加します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. codec list name
5. description text
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6. codec codec-name [packetization-period packetization-period]
7. end
8. show sbc service-name sbe codec-list list-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのサブモードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内の SBE エンティティのサブモードを開始

sbe

します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec list name

コーデック リストを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sbc mysbc sbe codec
list my_codecs

ステップ 5

description text

例：

ステップ 6

判読可能なテキスト ストリング形式を使用して、特定の
コーデック リストの記述を追加します。
このコマンドの no 形式を使用すると、説明は削除されま
す。

Router(config-sbc-sbe-codec-list)# description
Legitimate codes

このコーデック リストに対して show コマンドを使用する
と、この記述が表示されます。すべてのコーデック リスト
のサマリーを表示した場合にも、各コーデック リストにこ
の記述が含まれています。

codec codec-name [packetization-period
packetization-period]

コーデックをコーデック リストに追加し、コーデックの最
小パケット化時間（任意）を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU
packetization-period 20

このコマンドの no 形式（パケット化時間を指定しない場
合）は、コーデック リストから指定したコーデックを削除
します。
（注）

パケット化時間を含むこのコマンドの no 形式は、
コーデックのパケット化時間だけを削除します。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

codec-list モードを終了して、特権 EXEC モードを開始し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# end

ステップ 8

show sbc service-name sbe codec-list list-name

SBE で設定されたコーデック リストの詳細情報を表示し
ます。

例：

リスト名（my_codecs など）を省略した場合は、SBE のす
べてのコーデック リストの詳細が表示されます。

Router# show sbc mysbc sbe codec-list my_codecs

コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定する
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
7. cac-table table-name
8. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
9. entry entry-id
10. cac-scope {list of scope options}
11. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
12. codec-restrict-to-list list-name
13. complete
14. end
15. show sbc service-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのサブモードを開始します。

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内の SBE エンティティのサブモードを開始
します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

CAC ポリシーのサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-scope scope-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope global

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。
（注）

first-cac-scope 定義が該当するのは、
first-cac-table コマンドで設定されたテーブル タイ
プが制限テーブルの場合だけです。この場合、
first-cac-table のスコープは、first-cac-scope によ
り決定されます。first-cac-table がポリシー セット
テーブルの場合、first-cac-scope は無視され、デ
フォルトはグローバルになります。

scope-name 引数には制限が最初に定義されるべき範囲を
設定します。有効な値は次のとおりです。

• adj-group
• call
• category
• dst-account
• dst-adj-group
• dst-adjacency
• dst-number
• global
• src-account
• src-adj-group
• src-adjacency
• src-number
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。
ステップ 6

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table first_policy_table
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
first_policy_table

ステップ 8

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、また
はコールが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
メッセージは、このテーブルのすべてのエントリ
に適用されます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 10 cac-scope {list of scope options}
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope call

ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ内
の範囲を設定します。

• list of scope options：イベント照合に使用される次の
いずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーからの
イベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイベン
ト。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイ
ベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベン
ト。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受
信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される制
限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメン
バーとの間で送受信されるすべてのイベントに適
用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限は、
個々の加入者（レジストラ サーバで登録されてい
るデバイス）から送受信されるすべてのイベント
に適用されます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 12 codec-restrict-to-list list-name
例：

コールのシグナリングで使用するコーデックを、指定した
リストに含まれるコーデックのセットに制限するように
CAC を設定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# codec-restrict-to-list my_codecs

コーデック リストが空の場合、SBE で認識されているす
べてのコーデックが許可されます。
このコマンドの no 形式を使用するか、またはこのコマン
ドを設定していなければ、識別されているコーデックを制
限なく使用できます。
（注）

ステップ 13 complete

このコマンドは、初期の CAC エントリで設定され
た任意のコーデック リストを置換します。初期の
CAC エントリからすべての制限をクリアするには、
codec-restrict-to-list list-name を設定する必要があ
ります。list-name は、コーデックを含まないリス
トの名前です。

cac-policy を完了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 14 end

cac-policy-set コンフィギュレーション モードを終了して、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# end

ステップ 15 show sbc service-name sbe cac-policy-set id
table name entry entry

制限されたコーデックを含む、CAC ポリシー テーブルの
特定エントリの詳細情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table standard_policy_list entry 1

パケット化時間
パケット化時間（p-time）は、単一のデジタル パケットを構成するために、コーデックがメディア ス
トリームに使用する時間です。コールが 2 つのエンド ポイント間を移動するとき、コーデックとこの
コーデックの p-time の両方がネゴシエートされます。SBC は、コーデック リストの設定に基づいて、
SDP の p-time 属性に従って動作します。
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SBC は、コーデック ホワイトリストに ptime 属性が明示的に設定されている場合、この属性を SDP の
オファーまたはアンサーに追加します。SBC ポリシーの一部として最小パケット化時間が設定されて
いる場合は例外です。この設定を行うと、SBC は、転送されるオファーまたはアンサーに a=ptime の
行を挿入するようになります。

SBC は、ptime を過大評価した（帯域幅の要件を過小評価した）ことによるメディア クリッピングが
発生しないようにします。
オファーおよびアンサーで ptime の信号を明示的に受け取った場合、2 つの値のうち小さい方を使用し
て、メディアの両方向について帯域幅の割り当て量を計算します。

H.323 TCS コーデックのサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Cisco IOS XE Release 2.5.1 の H.323 TCS コーデッ
クのサポートをイネーブルにします。このサポートは、H.245 端末機能セット（TCS）メッセージに追
加で提供されるコーデックを追加して、H.323 エンド ポイントに SIP エンドポイントに代わってメ
ディア機能を通知する機能を提供します。コール アドミッション制御（CAC）ポリシー コマンドで
TCS メッセージの追加コーデックを設定します。
H.323 TCS のコーデック サポートは、発信側または着信側が SIP を使用している場合の、SIP から
H.323 または H.323 から SIP へのインターワーキング コールに適用されます。

H.323 TCS コーデックのサポートに関する情報
H.323 TCS コーデックのサポートでは発信側または着信側が SIP を使用している場合、SIP から H.323
または H.323 から SIP へのインターワーキング コールで、SIP エンドポイントに代わり、TCS メッ
セージで使用できるコーデックを設定する機能を提供することによって、H.245 端末機能セット
（TCS）メッセージに機能が追加されます。
TCS メッセージは SBC によって送信された H.323 エンド ポイントによって送信された H.245 メッ
セージです。H.323 エンド ポイントが送信した TCS メッセージが、相手側に H.323 エンド ポイントの
メディア機能および H.245 バージョンを示すために使用されます。
ただし、SDP オファーに T.38 および他のコーデックが見つからず、SDP アンサーに多数のコーデック
が見つからないことがあるので、SIP エンド ポイントの SDP オファーおよびアンサーは、すべての機
能を通知しません。たとえば、SIP エンド ポイント A が発信するコールが T.38 のサポートを通知しな
いことがあり、これにより H.323 エンド ポイント B はその機能を認識しないことになります。した
がって、エンドポイント B は、T38 コーデックに切り替えるようにエンドポイント A に要求するため
の RequestMode メッセージを SBC に送信できません。

H.323 TCS コーデックのサポート機能により、H.323 エンド ポイントに SIP の発信者または着信者の
メディア機能を通知する TCS メッセージに提供されているコーデックを追加することでこのギャップ
を解決します。そのためには、caller-media-caps または callee-media-caps コマンドを CAC テーブル
エントリ コンフィギュレーション モードで実行します。次の 2 つのコマンドは、SIP から H.323 または
H.323 から SIP へのインターワーキング コールで、発信側または着信側に代わってメディア機能を通
知するために使用されるコーデック リストを割り当てることによって、SIP の発信者または着信者のメ
ディア機能を設定します。

（注）

状況によっては、branch コマンドを、caller または callee コマンドの代用として使用できます。
branch コマンドはリリース 3.5.0 で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非
制限 CAC ポリシーの設定」（P.139）を参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

376

OL-19820-11-J

コーデックの処理
コーデック プリファレンスと順序変更のサポート

CAC テーブル エントリで同様の tcs-extra-codecs コマンドを使用して、追加の TCS メッセージを
H.323 側に送信するコーデック リストの追加コーデックを設定することもできます。このコマンドは、
SIP から H.323 または H.323 から SIP へのインターワーキング コールで、SIP 側（SIP 発信側または
SIP 受信側）の代わりに追加コーデック機能を H.323 エンドポイントに通知します。
3 種類のコマンドのいずれかを個別に使用できます。
（注）

コーデック リストは、割り当てられた後、CAC エントリから削除されるまで削除できません。コー
デック リストは、CAC テーブルのエントリに割り当てる前に必要です。

コーデック プリファレンスと順序変更のサポート
SBC は、リスト中のコーデックの順序変更と、各コーデックへのプライオリティの割り当てをサポー
トします。また、CAC ポリシー エントリのリストにもコーデック プリファレンスを適用できます。
コーデック プリファレンスと順序変更機能の制約事項については、「コーデックの順序変更の制約事
項」（P.364）を参照してください。

SIP エンド ポイントが SDP コールを行うと、エンド ポイントの各メディア ストリームついてコーデッ
クのリストが提供されます。コーデックは、m= 属性のペイロード タイプのプリファレンスが高い順に
列挙されます。SIP エンド ポイントは SIP で許容される最もプライオリティが高いコーデックを選択
します。
たとえば、コールは G.711 と G.723 コーデックを使用しますが、可能であれば G.711 を使用します。
G.711 にプリファレンスを設定するには、SIP は次のように m 行の G.723 の前に PCMU および PCMA
を配置します。

m=audio 1234 RTP/AVP 8 0 4。

順序変更の設定
リスト中のコーデックを並べ替えたり、リスト内のコーデックの優先順位を決めるには、コーデックの
リストを設定し、リストの説明を入力し、リスト中のコーデックにプライオリティを追加します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. codec list name
5. description text
6. codec codec-name [packetization-period packet-period [priority priority-value] |
priority priority-value [packetization-period packet-period]]
7. end
8. show sbc service-name sbe codec-list list-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのサブモードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのサブモードを設定

sbe

します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec list name

コーデック リストを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec list my_codecs

ステップ 5

description text

例：

ステップ 6

判読可能なテキスト ストリング形式を使用して、特定の
コーデック リストの記述を追加します。
このコマンドの no 形式を使用すると、説明は削除されま
す。

Router(config-sbc-sbe-codec-list)# description
Legitimate codes

このコーデック リストに対して show コマンドを使用する
と、この記述が表示されます。すべてのコーデック リスト
のサマリーを表示した場合にも、各コーデック リストにこ
の記述が含まれています。

codec codec-name [packetization-period
packet-period [priority priority-value] |
priority priority-value [packetization-period
packet-period]]

コーデックをコーデック リストに追加し、コーデックの最
小パケット化時間（任意）を設定し、順序変更に使用する
コーデックの優先順位を設定します。
デフォルトのコーデック プリファレンス プライオリティ
は 100 です

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)#codec G723
priority 1

より小さいプライオリティ値はプライオリティが高いこと
を示します。たとえばコーデック プリファレンス値が 1 の
場合、最もプライオリティが高くなり、リストの先頭に
コーデックが置かれます。
このコマンドの no 形式（パケット化時間を指定しない場
合）を使用すると、コーデック リストから指定したコー
デックを削除します。
（注）

パケット化時間を含むこのコマンドの no 形式は、
コーデックのパケット化時間だけを削除します。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

end

codec-list モードを終了し、特権 EXEC モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# end

ステップ 8

show sbc service-name sbe codec-list list-name

SBE で設定されたコーデック リストの詳細情報を表示し
ます。

例：

リスト名（my_codecs など）を省略した場合は、SBE のす
べてのコーデック リストの詳細が表示されます。

Router# show sbc mysbc sbe codec-list my_codecs

コーデックのプリファレンスの設定
リスト内のコーデックプリファレンスを追加するには、CAC でコーデックのリストを設定し、リスト
の説明を入力し、コーデックにプリファレンスを追加します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. codec-preference-list list-name
10. end
11. show sbc service-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのサブモードを開始します。

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内の SBE エンティティのサブモードを開始
します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

CAC ポリシーのサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table first_policy_table

ステップ 6

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
first_policy_table

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、また
はコールが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ステップ 8

entry entry-id

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
メッセージは、このテーブルのすべてのエントリ
に適用されます。

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するエントリ モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

codec-preference-list list-name

CAC を、コーデック リスト中にコーデックのプリファレ
ンスを設定するように設定します。

例：

このコマンドの no 形式を使用するか、またはこのコマン
ドを設定していなければ、使用プリファレンスがない識別
されているコーデックを制限なく使用できます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# codec-preference-list my_codecs

（注）

ステップ 10 end

このコマンドは、初期の CAC エントリで設定され
たコーデック プリファレンス リストがあればそれ
を置換します。初期の CAC エントリからすべての
プリファレンスをクリアするには、コーデック プ
リファレンス list-name を設定します。list-name
は、コーデックを含まないリストの名前です。

cac-policy-set コンフィギュレーション モードを終了して、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# end

ステップ 11 show sbc service-name sbe cac-policy-set id
table name entry entry

プリファレンスが設定されたコーデックを含む（存在する
場合）、CAC ポリシー テーブルの特定エントリに関する詳
細情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table standard_policy_list entry 1

コマンドの詳細については、
『Cisco Unified Border Element (SP Edition) Command Reference: Unified
Model』を参照してください。

コーデック制限の設定例
この項では、コーデックの制限の設定およびコーデック リストを使用する CAC ポリシーの設定に関す
る設定例および出力例を示します。

コーデックの設定例
次に、コーデック制限の設定に必要なコマンドの例を示します。
図 1 では、3 つの隣接（A、B、および C）があります。A に関連するすべてのコールは、推奨される
最小パケット化時間の 10 ミリ秒が指定された G729 および PCMU（G.711）のコーデックだけを使用
するように設定する必要があります。ただし、B と C 間のコールでは、使用可能であればどのコー
デックでも使用できます。
推奨される最小パケット化時間とともに設定された特定のコーデックを含むコーデック リストを作成
するには、次のコマンドを使用します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec list
Router(config-sbc-sbe-codec-list)#
Router(config-sbc-sbe-codec-list)#
Router(config-sbc-sbe-codec-list)#

allowable_codecs
description The set of codecs allowed on adjacency AdjA
codec g729 packetization-period 20
codec pcmu packetization-period 10
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Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit

コーデック制限を設定した後に、コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定する必要が
あります。「コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定する例」（P.383）を参照してく
ださい。
図 1

コーデック制限の設定例のシナリオ

A

B

C

SBC

SBC

SBC

AdjA

SBC

AdjC

210611

AdjB

コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定する例
次に、コーデック リストを使用するように CAC ポリシーを設定するために必要なコマンドの例を示し
ます。コーデック リストを設定する場合は、「コーデックの設定例」（P.382）を参照してください。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table table1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table table1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match AdjA
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# codec-restrict-to-list allowable_codecs
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
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（注）

コーデック リストのコマンド ライン インターフェイス（CLI）コマンドだけをコール単位のレベルで
CAC ポリシー テーブルに入力できます。その他のレベルでコーデック リストを設定しても、CAC ポ
リシー セットはアクティブになりません。ただし、設定を完了し、ポリシー セットが「完了」として
マーク付けされた後に、ログが表示されます。

H.323 TCS コーデックのサポートの設定例
次に、「caller-media-caps-list」というコーデック リストを設定し、そのリストをエントリ 1 の
「cac-tbl-1」という CAC テーブルに割り当て、SIP 発信側に代わってメディア機能をアナウンスする例
を示します。
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec list caller-media-caps-list
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec t38
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table cac-tbl-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-media-caps caller-media-caps-list

次に、「callee-media-caps-list」というコーデック リストを設定し、そのリストをエントリ 1 の
「cac-tbl-1」という CAC テーブルに割り当て、SIP 着信側に代わってメディア機能をアナウンスする例
を示します。
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec list callee-media-caps-list
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec t38
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table cac-tbl-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-media-caps callee-media-caps-list

次に、「tcs-extra-caps-list」というコーデック リストを設定し、そのリストをエントリ 1 の
「cac-tbl-1」という CAC テーブルに割り当て、SIP 側（SIP 発信側または着信側）に代わって追加の
コーデック機能をアナウンスする例を示します。
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec list tcs-extra-caps-list
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table cac-tbl-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# tcs-extra-codecs tcs-extra-caps-list

次の例は、CAC ポリシー テーブルのエントリ 1 の発信側および着信側のメディア機能および追加 TCS
機能のコーデック リスト名をリストします。
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set 1 table cac-tbl-1 entry 1
SBC Service mySBC
CAC Policy Set 1
Active policy set: No
Description:
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Averaging period: 60 sec
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: cac-tbl-1
Description:
Table type: policy-set
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry 1
CAC scope:
CAC scope prefix length: 0
Action: Not set
Number of call setup failures (due to non-media limits): 0
Max calls per scope:
Unlimited
Max call rate per scope:
Max in-call rate:
Unlimited
Max out-call rate:
Max reg. per scope:
Unlimited
Max reg. rate per scope:
Max channels per scope: Unlimited
Max updates per scope:
Early media:
Allowed
Early media direction:
Early media timeout:
None
Transcoder per scope:
Callee Bandwidth-Field: None
Caller Bandwidth-Field:
Media bypass:
Allowed
Renegotiate Strategy:
Delta
Max bandwidth per scope:
Unlimited
…
Caller media capabilities:
Callee media capabilities:
Extra TCS capabilities:

Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Both
Allowed
None

caller-media-caps-list
callee-media-caps-list
tcs-extra-caps-list

ダイナミック コーデック設定を使用したコーデックの定義例
次に、SBC（システム コーデック）に含まれるコーデックからカスタム コーデックを定義するために
必要なコマンドの例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec custom G726-40-4 id 4
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# rate 64000
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# packet time 100
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth 128000
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# sample size 4
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# channels 16
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# max-frames-per-packet 12
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# media video
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# options transcode
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# type sampling

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

385

コーデックの処理
ダイナミック コーデック設定を使用したコーデックの定義例

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

386

OL-19820-11-J

SDP 帯域幅フィールド機能
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、統合モデルで、帯域幅フィールド インターワーキン
グ機能と、メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション機能
をサポートしています。
Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）メッセージ交換で、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、メディア ピンホール帯域幅の計算に Session Description Protocol
（SDP; セッション記述プロトコル）帯域幅フィールド（b-line）で定義されたパラメータを使用しま
す。SIP メッセージ交換中に、SDP には帯域幅フィールドと Coder/Decoder（CODEC）情報が含まれ
ています。この場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は帯域幅フィールド値を使用してメ
ディア ピンホール用に十分な帯域幅を割り当てます。
配置時に、b-line を使用するのではなくセッション記述プロトコル（SDP）メッセージ内の CODEC 定
義を使用して、メディア ピンホール帯域幅を設定したほうがよいエンドポイントがある場合もありま
す。
メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション機能により、Call
Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）ポリシー エントリ内にメディア帯域幅フラグ
を設定して、メディア ピンホール帯域幅の計算で b-line を無視して CODEC を使用することができる
ようになります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Application Specific Maximum（AS）および
Transport Independent Application Specific Maximum（TIAS）変換を使用した帯域幅行パススルーに
より、発信側と着信側に送信されたアウトバウンド セッション記述プロトコル（SDP）での帯域幅行
の変換方法を決定できる能力をサポートすることで、帯域幅フィールド インターワーキングをサポー
トしています。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。
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内容

SDP 帯域幅フィールド機能の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用する
オプション機能は、統合モデルとともに Cisco IOS XR に追加されまし
た。

Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
3.1S
Cisco IOS XE Release
3.2S

帯域幅フィールド インターワーキング機能が Cisco IOS XR に追加されま
した。
メディア帯域幅ポリシー機能が追加されました。
隣接単位のコーデック ストリング インター ワーキング機能が追加されま
した。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「SDP 帯域幅フィールド機能の機能履歴」（P.388）
• 「メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション機能」
（P.388）
• 「メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプションの設定例」
（P.393）
• 「メディア帯域幅ポリシーについて」（P.394）
• 「メディア帯域幅ポリシーの設定」（P.395）
• 「帯域幅フィールド インターワーキング機能」（P.403）
• 「帯域幅フィールドのインターワーキングの設定例」（P.408）
• 「隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング」（P.409）

SDP 帯域幅フィールド機能の機能履歴
SDP 帯域幅フィールド機能を実装するためには、次の前提条件を満たす必要があります。
SDP 帯域幅フィールド機能を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設
定されている必要があります。

メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく
CODEC を使用するオプション機能
次の項では、「メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション」
機能について説明しています。

• 「SIP コール内の帯域幅計算について」（P.389）
• 「メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション機能の設
定」（P.389）
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• 「メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプションの設定例」
（P.393）

SIP コール内の帯域幅計算について
SBC では、コール内の各メディア ストリームを分析して、必要な帯域幅を計算します。SDP を含む
SIP コールに対して、SBC は b=CT、b=AS、または b=TIAS 行を検索します。これらの行が存在する
場合、メディア ストリームで必要なベースライン帯域幅を計算するためにこれらの行が使用されます。
これらの行が存在しない場合、SBC は、ストリーム内で可能性のある各 CODEC を検査して、これら
に基づいてベースライン帯域幅を計算することによって、ベースライン帯域幅を計算します。CODEC
ごとに割り当てられる帯域幅を設定できます。
次に、SBC が、必要なパケット化および Real Time Control Protocol（RTCP）帯域幅オーバーヘッド
を考慮するようにベースライン帯域幅を調整します。
たとえば次のような特定のエンドポイントは、SBC がメディア ストリーム用に計算した帯域幅の要求
に従いません。

• コールの帯域幅の再ネゴシエーションを開始するエンドポイントは、再ネゴシエーションが完了す
る前に追加の帯域幅を使用して開始することができます。

• 暗号化で必要な追加のペイロード サイズを考慮しないため、b-line を使用するセキュア メディア
の帯域幅を間違って要求するエンドポイント。

• 帯域幅の要求の計算時にすべての形式を考慮せずに、複数の形式のデータを並列に送信するエンド
ポイント（単一のストリーム内にある異なるペイロードを使用する高精細度ビデオと低精細度ビデ
オなど）。
パケットの廃棄なしでこれらのエンドポイントの相互運用性を可能にするために、SBC では CODEC
単位の帯域幅を設定できます。これにより、SBC 管理者は、これらのエンドポイントでサポートされ
ている最適な最大値で CODEC をサポートできるようになります。該当するエンドポイントで既知の
CODEC セットを使用しているため、これで十分です。
ただし、エンドポイントに明示的な帯域幅（b-）行が含まれている場合、SBC は最大値ではなくその
帯域幅行を使用して帯域幅を計算します。メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく
CODEC を使用するオプション機能では、media bandwidth-fields ignore コマンドを使用して、コー
ル アドミッション制御（CAC）ポリシー エントリ内にメディア帯域幅フラグを設定して、帯域幅の計
算で b-line を無視して CODEC を使用します。

メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用する
オプション機能の設定
この作業は、メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく CODEC を使用するオプション機
能を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
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6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. cac-scope {list of scope options}
10. media bandwidth-fields ignore
11. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
12. exit
13. exit
14. complete
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table StandardListByAccount

ステップ 6

cac-table table-name

例：

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable)# entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブルの各エントリ内で
適用される範囲を選択します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope src-adjacency

• list of scope options：イベント照合に使用される次の
いずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーからの
イベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイベン
ト。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイ
ベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベン
ト。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受
信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される制
限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメン
バーとの間で送受信されるすべてのイベントに適
用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限は、
個々の加入者（レジストラ サーバで登録されてい
るデバイス）から送受信されるすべてのイベント
に適用されます。
ステップ 10 media bandwidth-fields ignore
例：

メディア フラグを設定し、b-line を無視して、CODEC を
使用してメディア ストリームに必要なベースライン帯域幅
を計算します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media bandwidth-fields ignore
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 12 exit

entry モードを終了して、cactable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 13 exit

cactable モードを終了して、cacpolicy モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 14 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

メディア帯域幅割り当てに帯域幅フィールドではなく
CODEC を使用するオプションの設定例
次に、メディア フラグを設定し、b-line を無視して、CODEC を使用してメディア ストリームに必要
なベースライン帯域幅を計算する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table StandardListByAccount
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table StandardListByAccount
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# cac-scope src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# media bandwidth-fields ignore
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# complete
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メディア帯域幅ポリシーについて
これよりも前のリリースでは、コール アドミッション制御（CAC）によって許可された帯域幅を超え
たコールは SBC によってディセーブルにされるか拒否されていました。しかし、TelePresence などの
一部のアプリケーションでは他のオプションが必要です。SBC では、オーディオ ストリームを変更せ
ずに維持したまま、ビデオ ストリームの帯域幅を減らす機能が提供されるようになりました。
このリリースでは、帯域幅制限が拡張され、media police コマンドを使用して 3 種類のメディア帯域
幅のオプションのいずれかを設定できるようになりました。

• strip
• reject
• degrade
これらのオプションは、すべてのメディア タイプか、必要に応じてビデオのみに設定できます。

strip
個々のメディア ストリームがコールの帯域幅の制限を超えると、そのメディア ストリームはポートを
ゼロ（0）に設定することでディセーブルになります。上記の手順が完了した後、残りのすべてのスト
リームの合計帯域幅がコールに対する帯域幅の制限を超えている場合、要求は拒否されます。
ポートがゼロ（0）に設定されている場合、コールが終了し、画面に次のメッセージが表示されます。
incompatible sites

reject
個々のメディア ストリームがコールに対する帯域幅の制限を超えると、要求は拒否されます。すべて
のメディア ストリームの合計帯域幅がコールに対する帯域幅の制限を超えると、要求は拒否されます。

degrade
メディア ストリームがコールに対する帯域幅の制限を超えると、ビデオ ストリームはコールの帯域幅
の制限内でメディア ストリームを伝送する低い（ゼロでない）帯域幅にダウングレードされます。
（注）

ビデオ ストリームだけがダウングレードされます。オーディオ ストリームはダウングレードさ
れません。オーディオ ストリームがコールの帯域幅を超えている場合、メディア ストリームは
ダウングレードできません。

制約事項

degrade オプションは H.323 コールではサポートされません。
degrade オプションを使用すると、パフォーマンスが 2 ～ 5% 低下することがあります。
設定
メディア帯域幅ポリシーを設定するには、media policy コマンドを使用してメディア ポリシー モード
を設定し、bandwidth コマンドを使用して、アナログからデジタルへのコーデック
（enCOder/DECoder）の最小帯域幅を設定します。

（注）

コーデック名は、SBC が認識できるシステム コーデックの 1 つである必要があります。システム コー
デックのリストを確認するには、show sbc sbc sbe codecs コマンドを使用します。

max-bandwidth-per-scope コマンドは、パケット オーバーヘッドを含むすべての方向のすべてのメ
ディア ストリーム用の最大帯域幅制限を指定します。
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bandwidth min コマンドは単方向の、最小帯域幅制限を指定し、パケット オーバーヘッドは含まれて
いません。
設定手順については、「メディア帯域幅ポリシーの設定」（P.395）を、設定例については「end」
（P.416）を参照してください。

メディア帯域幅ポリシーの設定
ここでは、次の手順について説明します。

• 「メディア ポリシー モードの設定」（P.395）
• 「コーデックの最小帯域幅の設定」（P.396）
• 「スコープごとの最大帯域幅の設定」（P.398）

メディア ポリシー モードの設定
メディア ポリシー モードを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. config
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type policy-set
7. entry entry-id
8. media police strip | reject | degrade
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc SBC1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを
開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 6

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

table-name：アドミッション コントロール テーブル名。

table-type policy-set

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

例：

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

media police strip | reject | degrade

SBC がメディア コールの帯域幅限界を超えたメディア ス
トリームを処理する方法を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media police degrade

ステップ 9

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

コーデックの最小帯域幅の設定
コーデックの最小帯域幅を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. config
2. sbc sbc-name
3. sbe
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4. codec custom custom-name id
5. type variable
6. media video
7. bandwidth min bandwidth-value
8. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec custom custom-name id

例：

アナログからデジタルへのカスタム コーデック
（enCOder/DECoder）の名前を指定し、コーデック定義
モードを開始します。

Router (config-sbc-sbe)# codec custom h263-c id
96

ステップ 5

コーデックのタイプを variable に設定します。

type variable

例：
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# type
variable

ステップ 6

メディア タイプを video に設定します。

media video

例：
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# media video

ステップ 7

bandwidth min bandwidth-value

コーデックの最小帯域幅を設定します。
（注）

例：
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth
min 328000

ステップ 8

bandwidth min コマンドは単方向の、最小帯域幅
制限を指定し、パケット オーバーヘッドは含まれ
ていません。

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end
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スコープごとの最大帯域幅の設定
すべてのメディア ストリームの帯域幅制限を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. description description
6. first-cac-table table-name
7. first-cac-scope scope-name
8. cac-table table-name
9. table-type policy-set
10. entry entry-id
11. max-bandwidth-per-scope bandwidth
12. action cac-complete
13. media police degrade
14. complete
15. codec system sys-codec id payload id
16. type variable
17. bandwidth min bandwidth-value
18. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config t

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。

description description

このポリシー セットの説明テキストを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# description
bandwidth degrade

ステップ 6

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table my_table

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーのアプリケーションを開始するには、
使用される最初のテーブルを定義する必要があります。

table-name：最初に処理すべきアドミッション コントロー
ル テーブル。

ステップ 7

first-cac-scope scope-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope call

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に制限が最初に定義されるべき範囲を設定します。各
CAC ポリシーには、これに適用される範囲があります。
この CAC ポリシーは、コール ベース単位で適用されます。

scope-name には、次のいずれかの値が指定されます。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベ
ントの制限。

• call：制限が単一コール単位です。
• category：カテゴリ単位の制限。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベントの
制限。

• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベ
ントの制限。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベントの制
限。

• dst-number：同一隣接グループ番号を持つイベント
の制限。

• global：制限がグローバルです（他のオプションと組
み合わせることができません）。

• src-account：同じアカウントからのイベントの制限。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベントの制
限。

• arc-adjacency：同じ隣接からのイベントの制限。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベントの制限。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 9

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

table-name：アドミッション コントロール テーブル名。

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。ポリシー セット テーブ
ルでは、イベント、コール、メッセージは、このテーブル
のすべてのエントリに適用されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 10 entry entry-id
例：

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 11 max-bandwidth-per-scope bandwidth
例：

アドミッション コントロール テーブルのエントリの帯域
幅の上限を bps、Kbps、Mbps、または Gbps 単位で設定し
ます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) （注）
# max-bandwidth-per-scope 6000000 bps

max-bandwidth-per-scope コマンドは、パケット
オーバーヘッドを含むすべての方向のすべてのメ
ディア ストリーム用の最大帯域幅制限を指定しま
す。

ステップ 12 action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。この場合、
キーワードを使用してこのスコープの処理を
cac-complete
例：
停止します。
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

ステップ 13 media police strip | reject | degrade

SBC がメディア コールの帯域幅限界を超えたメディア ス
トリームを処理する方法を設定します。この例では

例：

degrade です。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media police degrade

ステップ 14 complete

フル セットの確定後、CAC-policy または call-policy セッ
トを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
complete

ステップ 15 codec system sys-codec id payload id

既存のコーデックを変更するためにコーデック定義モード
を開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# codec system
H263 id 34
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 16 type variable

コーデックのタイプを variable に設定します。

例：
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# type
variable

ステップ 17 bandwidth min bandwidth-value

コーデックの最小帯域幅を設定します。
（注）

例：
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth
min 370000

ステップ 18 end

bandwidth min コマンドは単方向の、最小帯域幅
制限を指定し、パケット オーバーヘッドは含まれ
ていません。

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end
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メディア ポリシーの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「メディア ポリシー モードの設定例」（P.402）
• 「コーデックの最小帯域幅の設定例」（P.402）
• 「スコープごとの最大帯域幅の設定例」（P.402）

メディア ポリシー モードの設定例
次に、要求が帯域幅制限を超えたときにメディア ストリームが低い帯域幅に低下するように SBC を設
定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table cac-tbl-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# media police degrade
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#

コーデックの最小帯域幅の設定例
次に、メディア コールの最大帯域幅制限を 400,000 bps に設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# codec system H263 id 34
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth 400000

次に、特にビデオ タイプ メディア コールの最小帯域幅制限を 328,000 bps に設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router (config-sbc-sbe)# codec custom h263-c id 96
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# type variable
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# media video
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth min 328000

スコープごとの最大帯域幅の設定例
次に、すべてのメディア ストリームの帯域幅制限を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# sbc SBC1
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# description bandwidth degrade
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table my_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table testSecure
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth-per-scope 6000000 bps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# media police degrade
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# codec system H263 id 34
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# type variable
Router (config-sbc-sbe-codec-def)# bandwidth min 370000
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# end

帯域幅フィールド インターワーキング機能
次の項では、帯域幅フィールド インターワーキング機能について説明します。

• 「帯域幅フィールド インターワーキングについて」（P.403）
• 「帯域幅フィールド インターワーキングの設定」（P.404）
• 「帯域幅フィールドのインターワーキングの設定例」（P.408）

帯域幅フィールド インターワーキングについて
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、アウトバウンド セッション記述プロトコル（SDP）
で帯域幅行を設定する方法を決定する能力をサポートすることによって、帯域幅フィールド インター
ワーキングをサポートします。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SDP での Application
Specific Maximum（AS）および Transport Independent Application Specific Maximum（TIAS）帯域
幅修飾子をサポートしています。

SDP には、RFC 3556、セッション記述プロトコル（SDP）帯域幅修飾子に従って、次の構文のあるオ
プションの帯域幅属性が含まれています。

b=<modifier>:<bandwidth-value>
<modifier> は英数字の単語で、メディアまたはセッションで使用される帯域幅を示します。
<bandwidth- value> のデフォルトは、キロビット / 秒です。
AS 帯域幅修飾子は、1 つの送信元からの単一メディア ストリームの合計帯域幅を指定するために使用
されます。

TIAS 帯域幅値は、IP、または TCP や UDP（RFC 3890）などの他のトランスポート層のカウントなし
で SDP セッション レベルまたはメディア ストリームで必要な最大帯域幅です。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のコマンドを使用して各隣接に設定される AS およ
び TIAS 帯域幅形式をサポートしています。
• caller-bandwidth-field [as-to-tias | tias-to-as]
• callee-bandwidth-field [as-to-tias | tias-to-as]
帯域幅行を as-to-tias 設定に設定すると、アウトバウンド SDP オファー内の SBC で b=AS 行が
b=TIAS 行に変更されます。複数の b=AS 行がある場合、最初の行だけが b=TIAS 行に変更され、残り
は無視されます。

AS の帯域幅修飾子を TIAS に変更すると、次の状況で便利です。
• AS 帯域幅修飾子だけをサポートしているアップストリーム デバイスを操作している場合、TIAS
帯域幅修飾子ダウンストリームを使用すると、ネットワーク内の帯域幅計算の精度が増すことがあ
ります。ネットワーク シナリオによっては、AS 帯域幅修飾子を使用すると、たとえば IPv4 と
IPv6 ネットワークとの間のルーティングなど、帯域幅計算が不正確になることがあります
（RFC3890 を参照）。
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• 相互運用性のため：AS 帯域幅修飾子を認識しないダウンストリーム デバイスがある場合。
帯域幅行を as-to-tias 設定に設定すると、SDP メディア記述子に関連付けられた b=AS 行がまだない場
合、アウトバウンド SDP オファー内の SBC で b=TIAS 行が b=AS 行に変更されます。複数の b=TIAS
行がある場合、最初の行だけが b=AS 行に変更され、残りは無視されます。

TIAS の帯域幅修飾子を AS に変更すると、次の状況で便利です。
• 相互運用性のため：TIAS 帯域幅修飾子を認識しないダウンストリーム ノードがある場合。

SBC はこれらの 2 つの形式間の変換をサポートします。帯域幅行の変換がオファー側隣接でイネーブ
ルの場合、オファー側に戻される前に指定の形式でアンサーに帯域幅行が含まれます。同様に、帯域幅
行変換がアンサー側隣接でイネーブルの場合、アンサー側に戻される前に指定の形式でオファーに帯域
幅行が含まれます。
同じ規則が、アンサー内の帯域幅行の変換と、オファー内の帯域幅行の変換に適用されます。次のルー
ルがあります。

• SBC は、どの発信帯域幅行形式が設定されているのかを確認します。発信隣接が特定のスタイル
の帯域幅行形式を優先するように設定されている場合、その形式が使用されます。したがって、ど
の AS または TIAS 帯域幅行もその形式に変換されます。

• オファー側の隣接に帯域幅形式プリファレンスが設定されておらず、アンサー側隣接のプリファレ
ンスに対応するために帯域幅行形式の変換がオファーで実行される場合、アンサー側で逆変換が実
行されます。
たとえば、アンサー隣接が TIAS 帯域幅行を変換するために設定されます。オファー側の隣接には
プリファレンスがありません。オファー側が、b=AS 行を含む SDP オファーを作成します。これ
は、SBC によって発信オファーの b=TIAS スタイルに変換されます。
アンサー側は、増加した帯域幅の要求を表す b=TIAS 行で応答します。この増加した帯域幅行は、
オファー側が最後に提示したものであるため、オファー側に送信される前に b=AS に変換され、戻
されます。

帯域幅フィールド インターワーキングの設定
この作業は、帯域幅フィールド インターワーキング機能を設定します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
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9. cac-scope {list of scope options}
10. caller-bandwidth-field [as-to-tias] [tias-to-as]
11. callee-bandwidth-field [as-to-tias] [tias-to-as]
12. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
13. exit
14. exit
15. complete
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table StandardListByAccount

ステップ 6

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。使用可能な

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

制限テーブルは次のとおりです。

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較し
ます。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較しま
す。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable)# entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブル内の各エントリに
適用される範囲を選択します。

例：

list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope src-adjacency

• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベン
ト。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベン
ト。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：宛先が同じイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
ステップ 10 caller-bandwidth-field [as-to-tias]
[tias-to-as]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-bandwidth-field as-to-tias

ステップ 11 callee-bandwidth-field [as-to-tias]
[tias-to-as]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-bandwidth-field tias-to-as

ステップ 12 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

発信側に送信されるアウトバウンド セッション記述プロト
コル（SDP）で、b=AS 行形式を b=TIAS 行形式へ、また
は b=TIAS 行形式を b=AS 行形式へに変換するように SBC
を設定します。

AS = Application Specific Maximum
TIAS = Transport Independent Application Specific
Maximum
着信側に送信されるアウトバウンド セッション記述プロト
コル（SDP）で、b=AS 行形式を b=TIAS 行形式へ、また
は b=TIAS 行形式を b=AS 行形式へに変換するように SBC
を設定します。

AS = Application Specific Maximum
TIAS = Transport Independent Application Specific
Maximum
アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。指定できるアク
ションは次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 13 exit

目的

entry モードを終了して、cactable モードに移行します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 14 exit

cactable モードを終了して、cacpolicy モードに移行しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 15 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# complete

帯域幅フィールドのインターワーキングの設定例
（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
次に、オファー側隣接（発信側）で AS 帯域幅形式を TIAS 帯域幅形式に変換し、アンサー側隣接（着
信側）で TIAS 帯域幅形式を AS 帯域幅行に変換するように SBC が設定される例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-bandwidth-field as-to-tias
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-bandwidth-field tias-to-as

次に、CAC テーブル 1 のエントリ 1 に対して、発信側および着信側帯域幅フィールド情報を含む、詳
細情報をリストする例を示します。
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1 table 1 entry 1
SBC Service "mysbc"
CAC Policy Set 1
Active policy set: Yes
Description:
Averaging period: 60 sec
First CAC table: 1
First CAC scope: global
Table name: cacTable
Description:
Table type: policy-set

Total call failures: 0
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Entry 1
CAC scope:
Action: CAC complete
Number of calls rejected: 0
Max calls per scope:
Unlimited
Max call rate per scope: Unlimited
Max in-call rate:
Unlimited
Max out-call rate:
Unlimited
Max reg. per scope:
Unlimited
Max reg. rate per scope: Unlimited
Max channels per scope: Unlimited
Max updates per scope:
Unlimited
Early media:
Allowed
Early media direction:
Both
Early media timeout:
None
Transcoder per scope:
Allowed
Callee Bandwidth-Field: TIAS-to-AS
Caller Bandwidth-Field: AS-to-TIAS
Media bypass:
Allowed
Media flag:
Ignore bandwidth-fields (b=)
Renegotiate Strategy:
Delta
Max bandwidth per scope:
Unlimited
SRTP Transport:
Trusted-Only (by default)
Caller hold setting:
Standard
Callee hold setting:
Standard
Caller privacy setting:
Never hide
Callee privacy setting:
Never hide
Caller voice QoS profile:
Default
Caller video QoS profile:
Default
Caller sig QoS profile:
Default
Callee voice QoS profile:
Default
Callee video QoS profile:
Default
Callee sig QoS profile:
Default
Restrict codecs to list:
Default
Restrict caller codecs to list: Default
Restrict callee codecs to list: Default
Caller inbound SDP policy:
None
Caller outbound SDP policy:
None
Callee inbound SDP policy:
None
Callee outbound SDP policy:
None

隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング
ここでは、隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング機能について説明します。

• 「隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングについて」（P.409）
• 「隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの制約事項」（P.410）
• 「隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの設定」（P.410）
• 「隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの設定例」（P.415）

隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングについて
Cisco IOS Release 3.2S から、SBC は、異なる非標準デバイスが SBC 経由で相互動作できるようにす
るため、非標準 SDP を解釈して、異なる非標準形式の SDP 間でコーデックを変換したり、標準 SDP
を標準 SDP に変換できるようになりました。
SBC は、メッセージの各コーデックを調べ、対応するインバウンド SDP で受信したコーデック名が標
準名なのかバリアントなのかを判定し、コーデックを変換します。

• コーデックが標準の場合、SBC はバリアント リストから、その標準コーデックの一致するバリア
ントを検索します。一致するバリアントが見つかった場合は、変換されるかそのままパス スルー
されます。
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• コーデックがバリアントの場合、SBC はそのバリアントがリストにあるかどうかを確認するため
プロファイルを検索します。

– リストにあるバリアントは変更せずにパス スルーされます。
– リストにないバリアントは同じ標準コーデックの一致するバリアントに変換できます。
– 同じ標準コーデックの一致するバリアントがなく、リストにないバリアントは、標準の表現に
変換されます。
次のシナリオでは、コーデックの変換を避け、SBC は標準の SDP 形式を使用する必要があります。

• H.248 インターフェイスとの一貫性を保つため、H.248 コマンド中で SBC-SIG からメディア ゲー
トウェイに送信された SDP フラグメントは、標準の表現を使用する必要があります。MG との相
互運用性を確保し、サード パーティ MG が SBC H.248 プロファイルを実装するのを簡単にするた
め、H.248 インターフェイスを指定する必要があります。
• 課金インターフェイスの一貫性を確保するため、XML 課金レコードに SBC-SIG によって格納さ
れる SDP フラグメントは、標準の表現を使用する必要があります。サード パーティ製の課金サー
バは XML 課金レコードを簡単に解釈できます。
• コーデック ストリングは H.245 シグナリング メッセージに現れず、列挙型がコーデックを表すた
めに使用されます。したがって、コーデックの変換は、SIP 発信隣接だけに適用されます。

隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの制約事項
隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング機能には次の制約があります。

• オファーをパス スルーするときに指定したコーデックの特定のバリアントが使用される場合、同
じバリアントはアンサーをパス スルーするときに使用できません。

• コールの特定の側で、着信 SDP をあるバリアントを使用して解釈し、別のバリアントに基づいて
発信 SDP を変換するように SBC を設定することはできません。
• SBC は非標準のストリングを使用したバリアントだけをサポートするため、標準の IANA コー
デック ストリングを使用するバリアントを定義できません。

• 2 つのバリアントが同じ標準コーデックにマッピングされる場合、トランスコーダはバリアント間
で変換を行いません。たとえば、エンド ポイントが G7231H と G7231L を異なるコーデックであ
ると認識しても、SBC はこれらコーデックの間でトランスコードできません。

隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの設定
ここでは、隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング機能の次の設定について説明します。

• 「コーデック バリアント変換の設定」（P.410）
• 「CAC ポリシー セットのコーデックの設定」（P.413）

コーデック バリアント変換の設定
この作業では、SBC のコーデック バリアント変換を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
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3. sbe
4. codec system sys-codec id payload-id
5. fmtp fmtp-string
6. exit
7. codec variant codec variant-name
8. variant variant-codec-encoded-name
9. standard standard-codec-name
10. fmtp fmtp-string
11. exit
12. codec variant profile profile-name
13. variant variant-name
14. end
15. show sbc service-name sbe codecs variant [profile]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec system sys-codec id payload-id

• sys-codec：SBC に含まれるコーデック。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec system G723 id 4

ステップ 5

既存のコーデックを変更するためにコーデック定義モード
を開始します。

• id payload-id：スタティック ペイロード ID。有効な
値は 0 ～ 96 です。

SDP の Format-Specific Parameter（FMTP）のデフォルト

fmtp fmtp-string

値を設定します。

• fmtp-string：SDP の FMTP ストリングを、「名前 = 値」

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# fmtp
annexa=yes

の形式で指定します。
（注）

バリアントに関連付けられているデフォルトの

FMTP 値を表示するには、show sbc sbe codecs
variant コマンドを使用します。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

コーデック定義モードを終了し、SBE エンティティ モー
ドを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# exit

ステップ 7

codec variant codec variant-name

例：

コーデック バリアントを設定、変更、削除するため、コー
デック バリアント モードを開始します。

• variant-name：コーデック バリアントの名前。

Router(config-sbc-sbe)# codec variant codec
G723-H-1

ステップ 8

variant variant-codec-encoded-name

符号化されたコーデック バリアントの名前を定義します。

• variant-codec-encoded-name：バリアントの非標準
例：

コーデック ストリング。

Router(config-sbc-sbe-codec-var-codec)# variant
（注） 「#」は、基本バリアント用に予約されています。
G723-H-1

したがって、バリアント名は「#」から開始できま
せん

ステップ 9

standard standard-codec-name

標準のコーデック バリアント名を定義します。

• standard-codec-name：標準のシステム コーデックの
例：

名前。

Router(config-sbc-sbe-codec-var-codec)#
standard G723

ステップ 10 fmtp fmtp-string

コーデック バリアントの FMTP パラメータを設定します。

• fmtp-string：FMTP ストリングを、「名前 = 値」の形式
例：
Router(config-sbc-sbe-codec-var-codec)# fmtp
bitrate=6.3

ステップ 11 exit

で指定します。
（注）

バリアントに関連付けられているデフォルトの

FMTP 値を表示するには、show sbc sbe codecs
variant コマンドを使用します。
コーデック バリアント モードを終了し、SBE エンティ
ティ モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-var-codec)# exit

ステップ 12 codec variant profile profile-name
例：

コーデック バリアント プロファイルを設定するためコー
デック バリアント プロファイル モードを開始します。

• profile-name：コーデック プロファイル名。

Router(config-sbc-sbe)# codec variant profile
Profile-1

ステップ 13 variant variant-name

コーデック バリアントの名前を定義します。

• variant-name：コーデック バリアントの名前。
例：
Router(config-sbc-sbe-codec-var-prof)# variant
G723-H-1

（注） 「#」は、基本バリアント用に予約されています。
したがって、バリアント名は「#」から開始できま
せん
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 14 end

コーデック バリアント プロファイル モードを終了し、特
権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-var-prof)# end

ステップ 15 show sbc service-name sbe codecs variant
[profile]

SBC のコーデック バリアントに関する情報を表示します。
• profiles：コーデック バリアント プロファイルに関す
る情報を表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe codecs variant

CAC ポリシー セットのコーデックの設定
ここでは、コーデックの変換をイネーブルにし、CAC ポリシー セットのコーデック バリアント プロ
ファイルを設定する方法について説明します。コーデック バリアントの変換をイネーブルまたはディ
セーブルすると、次のイベントが発生します。

• コーデック バリアント変換がディセーブルの場合、SBC は指定されたバリアント プロファイルを
考慮しません。渡されたすべてのコーデックは元の表現のままになり、SBC によって追加された
新しいコーデックは標準の表現で追加されます。

• コーデックのバリアント変換はイネーブルだが、バリアント プロファイルが設定されていない場
合、すべてのコーデックはその標準の表現に変換されます。

• コーデックのバリアントがイネーブルで、バリアント プロファイルが設定されている場合、プロ
ファイルに一致するコーデックが適切なバリアントの表現に変換され、バリアント プロファイル
に一致しないコーデックはその標準の表現に変換されます。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
7. entry entry-id
8. caller codec convert
9. callee codec convert
10. caller codec profile profile-name
11. callee codec profile profile-name
12. exit
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13. exit
14. complete
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービス モードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
StandardListByAccount

ステップ 6

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

caller codec convert

発信側でコーデック バリアント変換をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller codec convert
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

callee codec convert

着信側でコーデック バリアント変換をイネーブルまたは
ディセーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee codec convert

ステップ 10 caller codec profile profile-name

発信側でコーデック バリアント プロファイルを指定しま
す。

• profile-name：コーデック バリアント プロファイルの

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller codec profile

ステップ 11 callee codec profile profile-name

名前。
着信側でコーデック バリアント プロファイルを指定しま
す。

• profile-name：コーデック バリアント プロファイルの

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee codec profile

ステップ 12 exit

名前。

entry モードを終了し、cactable モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 13 exit

cactable モードを終了し、cacpolicy モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 14 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

隣接単位のコーデック ストリング インターワーキングの設定例
次に、発信側が G723 ビットレート 6.3 annexa=no コーデックをサポートし、着信側が G.723.1 コー
デック バリアントをサポートする場合に、隣接単位のコーデック ストリング インターワーキング機能
を設定する例を示します。
configure terminal
sbc MySBC
sbe
codec variant codec PCMU.1
standard PCMU
variant PCMU.1
exit
codec variant profile pcmu-var
variant PCMU.1
variant #G.723.1/H
exit
cac-policy-set 2
first-cac-table codec-convert
first-cac-scope src-adjacency
cac-table codec-convert
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table-type limit src-adjacency
entry 1
match-value CallMgrA
callee codec profile pcmu-var
callee codec convert
media police strip
action cac-complete
complete
end
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SDP の処理
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、それが転送する、SDP オファーとアンサーが含まれ
ている SIP メッセージ内のすべての a= 行をデフォルトでパススルーします。特定の a= 行をブロック
するように Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定することもできます。そのためには、
ホワイトリスト（パススルーする a= 行の有限のセット。その他すべてをブロック）を指定するか、ブ
ラックリスト（ブロックする a= 行の有限のセット。その他すべてをパススルー）を指定します。ま
た、Cisco Unified Border Element（SP Edition）コード ベースのユーザ出口により、独自のコードを
作成して、アンサーに対するオファーを処理するときに、1 つ以上のメディアレベルの a= 行を挿入ま
たは除去できます。
SIP-I サポート機能により、Session Initiation Protocol（SIP）メッセージ（SIP または公衆電話交換網
（PSTN）インターワーキング ゲートウェイにより追加）の ISDN ユーザ パート（ISUP）パラメータの
パススルーが Cisco Unified Border Element（SP Edition）でイネーブルになります。
SIP Non-SDP 本文フィルタリング機能により、Non-SDP 本文の処理、および特に SIP-I 使用による
ISUP 本文の処理のサポートが Cisco Unified Border Element（SP Edition）に追加されました。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SDP 処理の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.6
Cisco IOS XE Release
3.1S

SIP SDP 属性パススルー機能が Cisco IOS XR に追加されました。
SIP-I サポートおよび SIP Non-SDP 本文フィルタリング機能が、Cisco
ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータに導入されました。
200 INVITE 応答でのリピート SDP 機能が追加されました。
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内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「SIP SDP 属性パススルーの設定」（P.418）
• 「SIP-I サポートおよび SIP Non-SDP 本文フィルタリング」（P.433）

SIP SDP 属性パススルーの設定
ここでは、次の項目について説明します。

• 「SIP SDP 属性パススルーを設定する際の制約事項」（P.418）
• 「SIP SDP 属性パススルーについて」（P.419）
• 「200 INVITE 応答でのリピート SDP に関する情報」（P.419）
• 「SIP SDP 属性パススルーの設定」（P.422）
• 「200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定」（P.430）
• 「SIP SDP 属性パススルーの例」（P.431）
• 「200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定例」（P.432）

SIP SDP 属性パススルーを設定する際の制約事項
SIP SDP 属性パススルーに対する次の制約事項を確認してください。
• 既存の反映動作はサポートされません。
• 属性行のワイルドカード マッチングやプレフィクス マッチングはサポートされません。
• マッチングのためにメディアレベルの a 行とセッションレベルの a 行を区別することはサポートさ
れません。

• 高度なマッチング条件（たとえば、ビデオ ストリームだけへの適用や、オファーだけへの適用）
はサポートされません。

• メディア バイパス コールにおける属性のブロックはサポートされません。
• ブロック機能は、不明な属性だけに制限されます。
• 次の属性は不明な属性ポリシーによって無視されます。これは、SBC の正しい動作に干渉する可
能性があるためです。

– a=rtpmap
– a=fmtp
– a=sendonly
– a=recvonly
– a=inactive
– a=sendrecv
– a=ptime
– a=mid
– a=group
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– a=curr
– a=des
– a=conf
– a=crypto.
ポリシーによってこれらの行のいずれかが削除されようとした場合、ポリシーが適用される時点
で、（頻度が制限された）警告ログが書き込まれます。

SIP SDP 属性パススルーについて
適用されている SDP ポリシーを保存するためには、コールごとのストレージが追加で必要です。これ
は、コールあたり最大 160 バイトになることが予想されます。

200 INVITE 応答でのリピート SDP に関する情報
合意セッション記述プロトコル（SDP）の 200 INVITE 応答への再送信を要求する可能性のあるエンド
ポイントとの相互運用をサポートするために、Offer-Answer 交換の正常なプロビジョニングの後に、
必要に応じて 200 INVITE 応答内の合意 SDP を繰り返すように SBC を設定できます。
このオプションは、SIP コールの CAC ポリシーで設定します。デフォルトは off です。
合意 SDP アンサーは、完了した最新の SDP Offer-Answer 交換手続きからの SDP アンサーです。

200 INVITE 応答でのリピート SDP が設定された場合、コール フローは次の 3 つの図のようになりま
す。
図 1 は、2 番めに信頼性の高い応答での SDP のコール フローを示します。
図 2 は、最終応答での SDP のコール フローを示します。
図 3 は、最終応答での SDP なしのコール フローを示します。
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図 1

2 番めに信頼性の高い応答での SDP のコール フロー

Ⓨಙ⪅

╔ಙഃ

SBC
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㸦SDP ࢜ࣇ࣮㸧
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㸦SDP ࢜ࣇ࣮㸧

183 ࢭࢵࢩࣙࣥࡣ 100rel ࢆฎ⌮
㸦SDP ᛂ⟅㸧
183 ࢭࢵࢩࣙࣥࡣ 100rel ࢆฎ⌮
㸦SDP ᛂ⟅㸧
PRACK
PRACK
200 PRACK
200 PRACK
183 ࢭࢵࢩࣙࣥࡣ 100rel ࢆฎ⌮
㸦SDP㸧
183 ࢭࢵࢩࣙࣥࡣ 100rel ࢆฎ⌮
㸦SDP ࡞ࡋ㸧
PRACK

SBC ࡣ 2 ␒ࡵࡢ
183 ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ↓ど
PRACK
200 PRACK

200 PRACK

SBC ࡣ 200OK ࡛ SDP ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ

279140

200 OK
200 OK
㸦SDP ᛂ⟅ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸧
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図 2

最終応答での SDP のコール フロー

Ⓨಙ⪅

╔ಙഃ

SBC
INVITE
㸦SDP ࢜ࣇ࣮㸧
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図 3

最終応答での SDP なしのコール フロー
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㸦SDP ᛂ⟅㸧
ACK
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ACK

設定手順については、「200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定」（P.430）を参照してください。
設定例については、「200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定例」（P.432）を参照してください。

SIP SDP 属性パススルーの設定
ここでは、SIP SDP 属性パススルーを実装するための手順について説明します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
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3. sbe
4. sip sdp-match-table table-name1
5. action whitelist | blacklist
6. match-string attribute-name1
7. match-string attribute-name2
8. exit
9. sip sdp-match-table table-name2
10. action whitelist | blacklist
11. match-string attribute-name1
12. match-string attribute-name3
13. exit
14. sip sdp-policy-table table-name1
15. match-table table-name 1
16. exit
17. sip sdp-policy-table table-name2
18. match-table table-name2
19. exit
20. cac-policy-set number
21. first-cac-table table-name
22. first-cac-scope scope
23. cac-table table-name
24. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
25. entry number
26. match-value value
27. action action-name
28. caller-inbound-policy policytab-name
29. caller-outbound-policy policytab-name
30. callee-inbound-policy policytab-name
31. callee-outbound-policy policytab-name
32. exit
33. exit
34. complete
35. exit
36. active-cac-policy-set number
37. end
38. show sbc service-name sbe cac-policy-set number table number entry number
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip sdp-match-table table-name

既存の sdp-match-table をポリシーに追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-match-table 1

ステップ 5

action whitelist/blacklist

SDP ポリシー テーブルのアクションを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# action
blacklist

ステップ 6

match-string attribute-name1

SDP 属性マッチング ストリングを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)#
match-string X-sqn1

ステップ 7

match-string attribute-name1

SDP 属性マッチング ストリングを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)#
match-string X-sqn2

ステップ 8

exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# exit

ステップ 9

sip sdp-match-table table-name

既存の sdp-match-table をポリシーに追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-match-table 2
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 action whitelist/blacklist

定義された属性セットを許可し残りの属性をブロック
するアクションを追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# action
blacklist

ステップ 11 match-string attribute-name1

SDP 属性マッチング ストリングを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)#
match-string X-sqn1

ステップ 12 match-string attribute-name1

SDP 属性マッチング ストリングを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)#
match-string X-sqn2

ステップ 13 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# exit

ステップ 14 sip sdp-policy-table table-name

SDP ポリシー テーブルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# sip sdp-policy-table
foo

ステップ 15 match-table table-name

ポリシーで使用する SDP マッチ テーブルを設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)#
match-table matchtab2

ステップ 16 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-adj)# exit

ステップ 17 sip sdp-policy-table table-name

SDP ポリシー テーブルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-policy-table foo2

ステップ 18 match-table table-name

ポリシーで使用する SDP マッチ テーブルを設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)#
match-table matchtab3

ステップ 19 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 20 cac-policy-set number

目的

CAC ポリシー セットを設定するためのサブモードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 21 first-cac-table table-name
例：

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実
行時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定しま
す。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table
RootCacTable

ステップ 22 first-cac-scope scope

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実
行する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope
src-adjacency

ステップ 23 cac-table table-name

アドミッション コントロール テーブルを作成または設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
RootCacTable
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 24 table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブ
ルのテーブル タイプを設定します。

list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できま

例：

す。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit call-priority

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベント
がこのタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較しま
す。

• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを
比較します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比
較します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較
します。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較しま
す。

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較しま
す。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、
CAC 設定から隣接グループごとにイネーブルまたは
ディセーブルにできます。adj-group テーブル タイプ
は、送信元または宛先の隣接グループで一致します。
ステップ 25 entry number

テーブル内のエントリを作成または変更します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry
1
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コマンドまたはアクション
ステップ 26 match-value key
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
match-value immediate

目的

CAC 制限テーブルにあるエントリの照合値を設定しま
す。これは、制限テーブル タイプだけに関連します。
key 引数は、テーブル タイプに基づいたストリングまた
はキーワードです。key の形式は、制限テーブル タイ
プにより決定されます（たとえば、event-type または
call-priority 制限テーブル）。
次に、event-type 制限テーブル（table-type limit
event-type）の場合の照合値ストリングオプションを示
します。

• call-update：発番号ストリングの先頭を比較しま
す。

• endpoint-reg：宛先隣接名を比較します。
• new-call：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。
次に、call-priority 制限テーブル（table-type limit
call-priority）の場合の照合値ストリングオプションを
示します。

• critical：リソース プライオリティが「critical」の
コールと一致します。

• flash：リソース プライオリティが「flash」である
コールと一致します。

• flash-override：リソース プライオリティが
「flash-override」のコールと一致します。
• immediate：リソース プライオリティが
「immediate」のコールと一致します。
• priority：リソース プライオリティが「priority」の
コールと一致します。

• routine：リソース プライオリティが「routine」の
コールと一致します。
その他すべての制限テーブルでは、名前またはディ
ジット ストリングを入力します。

WORD：照合する名前またはディジット ストリング。
（最大サイズ 255 ）。
ステップ 27 action action-name

このエントリが選択された場合に実行するアクション
を指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
action cac-complete

ステップ 28 caller-inbound-policy policytab-name

発信側のインバウンド SDP ポリシー テーブルを設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
caller-inbound-policy policytab1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 29 caller-outbound-policy policytab-name

発信側のアウトバウンド SDP ポリシー テーブルを設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
caller-outbound-policy policytab1

ステップ 30 callee-inbound-policy policytab-name

着信側のインバウンド SDP ポリシー テーブルを設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
callee-inbound-policy policytab2

ステップ 31 callee-outbound-policy policytab-name

着信側のアウトバウンド SDP ポリシー テーブルを設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
callee-outbound-policy policytab2

ステップ 32 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
exit

ステップ 33 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 34 complete

CAC ポリシー セットに対して一貫性チェックを実行し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 35 exit

直前のサブモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 36 active-cac-policy-set number

アクティブ CAC ポリシー セットを入力します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

ステップ 37 end

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 38 show sbc service-name sbe cac-policy-set number
table number entry number

CAC ポリシー テーブルの特定エントリの詳細な情報を
表示します。

例：
Router# do show sbc interwork sbe cac-policy-set
1 table 1 entry 1
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200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定
200 INVITE 応答でリピート SDP を送信するように SBC を設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. config
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type policy-set
7. entry entry-id
8. sdp repeat answer
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

config

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

ステップ 5

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

table-name：アドミッション コントロール テーブル名。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

table-type policy-set

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

例：

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

Offer-Answer 交換の正常なプロビジョニングの後に、200
INVITE 応答で合意セッション記述プロトコル（SDP）を
繰り返すように、SBC を必要に応じて設定します。

sdp repeat answer

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# sdp repeat answer

ステップ 9

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

SIP SDP 属性パススルーの例
ここでは、SIP SDP 属性パススルーの設定例と出力を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc interwork
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-match-table matchtab1
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# action blacklist
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# match-string X-sqn
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# match-string X-cap
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# exit
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-match-table matchtab2
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# action blacklist
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# match-string X-sqn
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# match-string X-pc-csuites-rtp
Router(config-sbc-sbe-sdp-match-tbl)# exit
Router(config-sbc-sbe)# sdp-policy-table policytab1
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# match-table matchtab1
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# exit
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-policy-table policytab2
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# match-table matchtab2
Router(config-sbc-sbe-sdp-policy-tbl)# exit
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit src-adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value sipp1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-inbound-policy policytab1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-outbound-policy policytab1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-inbound-policy policytab2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-outbound-policy policytab2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

ここでは、SIP SDP 属性パススルーの設定例と出力を示します。
Router(config-sbc-sbe)# do show sbc interwork sbe cac-policy-set 1 table 1 entry 1
SBC Service "interwork"
Policy set 1 table 1 entry 1
Match value
sipp1
Action
CAC policy complete
Max calls
Unlimited
Max call rate
Unlimited
Max in-call rate
Unlimited
Max out-call rate
Unlimited
Max registrations
Unlimited
Max reg. rate
Unlimited
Max bandwidth
Unlimited
Max channels
Unlimited
Transcoder
Allowed
Caller privacy setting
Never hide
Callee privacy setting
Never hide
Early media
Allowed
Early media direction
Both
Early media timeout
0
Restrict codecs to list
default
Restrict caller codecs to list
default
Restrict callee codecs to list
default
Media bypass
Allowed
SRTP Transport
Not Set
Callee hold setting
Standard
Caller hold setting
Standard
Number of calls rejected by this entry
0
Caller inbound SDP policy
policytab1
Caller outbound SDP policy
policytab1
Callee inbound SDP policy
policytab2
Callee outbound SDP policy
policytab2

200 INVITE 応答でのリピート SDP の設定例
次に、200 INVITE 応答でリピート SDP を送信するように SBC を設定する例を示します。
Router# config t
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table cac-tbl-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# sdp repeat answer

SIP-I サポートおよび SIP Non-SDP 本文フィルタリング
ここでは、次の項目について説明します。

• 「前提条件」（P.433）
• 「SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートの制約事項」（P.433）
• 「SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートについて」（P.434）
• 「SIP SDP 属性パススルーの設定」（P.422）
• 「例：SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポート」（P.438）

前提条件
SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートを実装するには、次の前提条件を満たす必要
があります。

SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートを実装する前に、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）が事前に設定されている必要があります。第 章「」の手順を参照してくださ
い。

SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートの制約事項
SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートには、次の制約事項および制限が適用されま
す。

• デュアル トーン多重周波数（DTMF）インターワーキングがコールに対してイネーブルになって
いる場合、DTMF ディジットを含む INFO メッセージはパススルーできません。
• SBC は、Secure Multipurpose Internet Mail Extensions（S/MIME; セキュア多目的インターネット
メール拡張）暗号化または復号化をサポートしていません。SBC は暗号化された本文のパスス
ルーを許可する場合がありますが、その本文を変更することはありません。

• RFC 3398 のセクション 8.2.1.1 の準拠により、SBC はユーザ名のない From ヘッダーをサポート
していません。

• パススルーが許可される MIME 本文とその関連ヘッダーの合計サイズは、約 1000 バイトに制限さ
れます。最終的に許可されるサイズは、ヘッダーおよび MIME 本文の構造によって異なりますが、
2000 バイトを超えないようにする必要があります。
• SBC では、MIME 本文の元の順序が維持されず、SDP が最初の本文部分として挿入されることが
あります。

• この機能は、H.323 では機能しません。
• SBC は BYE 要求にホップバイホップ ベースで対応するため、受信した BYE 応答を使用して情報
を渡すことはありません。

• SBC は、Request-URI 上の user=phone URI パラメータのパススルーを許可します。
• SBC は、メッセージの MIME 境界を変更することがあります。
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SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポートについて
SIP Non-SDP 本文フィルタリング
SIP Non-SDP 本文フィルタリング機能により、Non-SDP 本文の処理、および特に SIP-I 使用による
ISUP 本文の処理のサポートが Cisco Unified Border Element（SP Edition）に追加されました。SBC
は Non-SDP 本文をパススルー、除去、または拒否できます。SIP メッセージのメッセージ本文は、本
文に関する情報を示す Content-Disposition、Content-Encoding、および Content-Type などのヘッダー
フィールドを使用して記述されます。SBC は、Content-Type ヘッダー フィールドに基づいて着信およ
び発信 SIP メッセージから Non-SDP 本文をフィルタリングするために、ユーザによって作成され、関
連付けられた本文プロファイルを使用します。本文プロファイルは、次のいずれかのアクションを実行
する特定の Non-SDP 本文を含むメッセージを許可します。

• パスする（メッセージの変更なし）
• 本文を除去する（残りのメッセージはパスする）
• 拒否する
• SBC は、メッセージ内の「handling」パラメータを使用して、本文を除去するか、メッセージを
拒否するかを決定します。
メソッド プロファイルなどの他の SIP プロファイルと同様に、最初に本文プロファイルを作成する必
要があります。次に、SBE モード、隣接モード、またはメソッド プロファイル モードでの着信および
発信 SIP メッセージでアクションを実行するように本文プロファイルを関連付けます。
本文プロファイルを作成できます。

• SBE モードで sip body-profile {profile_name} コマンドを使用します。

body コマンドおよび action (body) コマンドを、sip body-profile コマンドとともに使用します。
body コマンドは、Non-SDP メッセージ本文の本文タイプまたはコンテンツ ヘッダー タイプを指
定します。action (body) コマンドは、SIP 本文プロファイル内の本文タイプで実行するアクション
を設定します。
本文プロファイルの作成後は、次のレベルおよびコンフィギュレーション モードで、本文プロファイ
ルを関連付けることができます。

• SIP シグナリング エンティティ レベル（入力または出力）、SBE モード、sip default body-profile
[[inbound|outbound] {profile_name}] コマンド使用。本文プロファイルはシグナリング インスタ
ンス全体（SBC をパススルーするすべてのメッセージ（入力または出力））に関連付けられます。
• SIP 隣接レベル、SIP 隣接モード、body-profile [[inbound|outbound] {profile_name}] コマンド
使用。本文プロファイルは隣接に関連付けられます。

• SIP メソッド プロファイル レベル、メソッド プロファイル モード、body-profile {profile_name}
コマンド使用。本文プロファイルはメソッド プロファイルに関連付けられます。

SIP-I サポート
SIP-I サポート機能により、Session Initiation Protocol（SIP）メッセージ（SIP または公衆電話交換網
（PSTN）インターワーキング ゲートウェイにより追加）の ISDN ユーザ パート（ISUP）パラメータの
パススルーが Cisco Unified Border Element（SP Edition）でイネーブルになります。ISUP は、SS7
ネットワークで、主に通話コールの設定および切断や、ネットワークのメンテナンスに使用されるコー
ル制御プロトコルです。
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SIP-I は、ITU-T Q.1912.5 によって定義されているアプローチです。SIP-I は、SIP ネットワークと従
来の回線ベースの ISDN ユーザ パート（ISUP）ネットワークとのインターワーキングのためのアプ
ローチを提供します。SIP-I は、回線ベースの ISUP ネットワークで発信または着信するコールが、情
報の損失なしで SIP ネットワークを横断するように、SIP ネットワークを経由する ISUP 固有のヘッ
ダー パラメータをパススルーするためのメソッドを提供します。

SIP-I は、着信 PSTN ゲートウェイで ISUP メッセージのコピーを SIP メッセージに添付することによ
り、SIP ネットワークを経由する ISUP パラメータの透過的なパススルーを可能にします。ISUP メッ
セージは、SIP メッセージ上で Non-SDP メッセージ本文として表示されます。SIP-I には、
Content-Disposition ヘッダーに応じて ISUP（Content-Type ヘッダーに基づく）の存在を示したり、
ISUP が必須かどうか、またはパススルー可能かどうかを示すメカニズムがあります。SBC は、ISUP
メッセージの符号化または復号化を行わずに ISUP メッセージ本文をパススルーします。
SIP プロトコルと ISUP プロトコルとの間のマッピングは、メディア ゲートウェイ コントローラ
（MGC）により実行されます。SBC では、ISUP パラメータは SIP Request-Uniform Resource
Identifier（URI）または SIP メッセージ本文に含まれて伝送されます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次の SIP-I およびプロファイル機能をサポートしてい
ます。

• アプリケーションまたは SDP を INVITE、UPDATE、PRACK の各要求およびその応答に基づい
て処理します。

• アプリケーションまたは DTMF-info を INFO に基づいて処理して、DTMF トーンのパススルーを
許可します。

• メッセージまたは SIP フラグの NOTIFY メッセージを分析して、サブスクリプション ダイアログ
または参照ダイアログの終了を意味しているかどうかを確認します。

Non-SDP メッセージ本文の例
次に、Non-SDP メッセージ本文の例を示します（この SIP メッセージ本文は、分かりやすくするため
に一部を省略してあります）。この例の Non-SDP 本文は、「application/resource-lists+xml」タイプで
す。
INVITE sip:conf-fact@example.com SIP/2.0
Content-Type: multipart/mixed;boundary="boundary1"
Content-Length: 617
--boundary1
Content-Type: application/sdp
v=0
o=alice 2890844526 2890842807 IN IP4 atlanta.example.com
s=c=IN IP4 192.0.2.1
t=0 0
m=audio 20000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
m=video 20002 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 H261/90000
--boundary1
Content-Type: application/resource-lists+xml
Content-Disposition: recipient-list
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resource-lists xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:resource-lists"
<list>
<entry uri="sip:bill@example.com"/>
<entry uri="sip:randy@example.net"/>
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<entry uri="sip:joe@example.org"/>
</list>
</resource-lists>
--boundary1--

SIP Non-SDP 本文フィルタリングの実装
次の手順は、サンプル設定について説明しています。ここでは、特定の本文タイプとその本文タイプで
実行されるアクションとともに本文プロファイルが作成され、その後、本文プロファイルが SIP シグナ
リング レベルに関連付けられます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip body-profile {profile_name}
5. body {WORD}
6. action [pass | nopass | strip | reject]
7. exit
8. exit
9. sip default body-profile [[inbound | outbound] {profile_name}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip body-profile {profile_name}

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip body-profile
bodyprofile1

本文プロファイルを作成し、着信および発信 SIP メッ
セージから Non-SDP 本文をフィルタリングします。
SBE SIP 本文コンフィギュレーション モードを開始しま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

body {WORD}

このコマンドは、指定された本文タイプまたはコンテ
ンツ ヘッダー タイプを持つメッセージ上で SBC が動作
するように、本文タイプまたはコンテンツ ヘッダー タ
イプを記述します。SBE SIP 本文エレメント コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-body)# body
application/ISUP

本文の名前は、<media-type>/<media-sub-type> の形式
であることが必要です（例：application/ISUP）。本文
名フィールドでは、大文字と小文字は区別されません。
アスタリスク（*）は、すべての Non-SDP 本文タイプ
の照合に使用されます。* は CLI によって文字列と見
なされることと、ワイルド カード一致を示すために使
用されるトークンでもあることに注意してください。

application/sdp および multipart/mixed は、許可されな
い Content-Type 記述です。
この例では、コマンドが Content-Type ヘッダー
「application/ISUP」を持つメッセージ上で動作する本
文タイプを記述します。
ステップ 6

action [pass | nopass | strip | reject]

Non-SDP メッセージ本文の SIP 本文プロファイル内の
本文タイプに対して実行するアクションを設定します。
• pass：SBC が Non-SDP メッセージ本文の本文タイ

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-body-ele)# action strip

プをパススルーするように指示します。

• nopass：メッセージ内の処理パラメータを使用し
て、本文を除去するか、エラー コード 415（サ
ポート対象外のメディア タイプ）を持つメッセー
ジ全体を拒否するかどうかを決定します。

• strip：本文を除去し、残りのメッセージをパスし
ます。

• reject：エラー コードを持つメッセージ全体を拒否
します。
ステップ 7

SBE SIP 本文エレメント コンフィギュレーション モード

exit

を終了します。
例：
Router(config-sbc-sbe-sip-body-ele)# exit

ステップ 8

SBE SIP 本文コンフィギュレーション モードを終了し、
SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-body)# exit

ステップ 9

sip default body-profile [[inbound | outbound]
{profile_name}

シグナリング インスタンス全体（SBC をパススルーす
るすべてのメッセージ（入力または出力））に、本文プ
ロファイルを SIP シグナリング レベルで関連付けます。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip default body-profile
inbound bodyprofile1
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例：SIP Non-SDP 本文フィルタリングおよび SIP-I サポート
次に、SIP Non-SDP 本文フィルタリングの設定例を示します。
sbc foo
sbe
sip body-profile profile1
body application/ISUP
action strip
body application/QSIG
action reject
hunt-on-reject
body *
action reject

sip body-profile profile2
description test-profile
body application/ISUP
action nopass
body application/QSIG
action pass
sip body-profile profile3
body application/ISUP
action nopass
body application/QSIG
action pass

sip default body-profile inbound profile1
sip default body-profile outbound profile2
sip method-profile default

!- pre-provisioned
! “default” method profile
!- used at sbe level

method INVITE
body-profile profile1
sip method-profile mp1

!-create a new method
! profile used in adj

method INVITE
body-profile profile2
sip method-profile mp2

!-create a new method
! profile used in adj

method REGISTER
body-profile profile1
adjacency sip adj-1
body-profile inbound profile2
body-profile outbound profile1

次に、すべての使用中の Non-SDP メッセージ本文プロファイルの例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe sip body-profile
Name

In Use

profile1
profile2
profile3

Yes
Yes
No
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次に、指定された Non-SDP メッセージ本文プロファイル（「profile2」という名前）の詳細な例を示し
ます。
Router# show sbc mySBC sbe sip body-profile profile2
Name
Description

:
:

profile2
test-profile

Element
Action

:
:

application/ISUP
nopass

Hunt-on-reject:

false

Element
:
Action
:
Hunt-on-reject:

application/QSIG
pass
false
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フレキシブル メディア ルーティング
フレキシブル メディア ルーティング機能は、コール レッグをサポートします。ここで、メディアとシ
グナリングはさまざまな仮想ネットワークまたは物理ネットワーク経由で送信されます。シグナリング
ネットワークは隣接サブモードの vrf コマンドを使用して設定します。隣接を出入りするすべてのコー
ル レッグがシグナリングに同じ VPN ID を使用します。メディア ネットワークは、media-address コ
マンドに vrf パラメータを使用して設定されます。
フレキシブル メディア ルーティング機能がイネーブルになっている場合、メディア アドレスを選択す
ると、VPN ID ベースの選択が上書きされます。
このため、メディア VPN ID は、シグナリング VPN ID とは比較されないようになりました。代わり
に、SBC は、レルムが隣接レルムと一致するメディア アドレスを選択します。IPv6 および H.323 プロ
トコルはフレキシブル メディア ルーティング機能をサポートします。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

フレキシブル メディア ルーティングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 3.5S

フレキシブル メディア ルーティング機能が、Cisco ASR 1000 シ
リーズ アグリゲーション サービス ルータに導入されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「フレキシブル メディア ルーティング機能設定の前提条件」（P.442）
• 「フレキシブル メディア ルーティング機能の設定」（P.442）
• 「フレキシブル メディア ルーティング機能の設定例」（P.443）
• 「XML 課金レコードの変更」（P.444）
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フレキシブル メディア ルーティング機能設定の前提条件
フレキシブル メディア ルーティング機能を設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。
フレキシブル メディア ルーティング機能を設定する前に、SBC が非アクティブ化されていることを確
認します。

フレキシブル メディア ルーティング機能の設定
ここでは、フレキシブル メディア ルーティング機能を設定する例を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. no activate
4. allow diff-med-sig-vpn
5. activate
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc test

ステップ 3

no activate

SBC を非アクティブ化します。
（注）

例：
Router(config-sbc)# no activate

SBC がアクティブの場合に allow
diff-med-sig-vpn コマンドを実行すると、システ
ムにより警告メッセージが発行され、最初に SBC
を非アクティブにするように求められます。
activate コマンドを使用して、SBC を再アクティ
ブ化できます。

ステップ 4

allow diff-med-sig-vpn

例：
Router(config-sbc)# allow diff-med-sig-vpn

メディアとシグナリングがコール レッグで異なる VPN ID
を使用することを許可します。このコマンドの no 形式を
使用することで、メディアとシグナリングがコール レッグ
で同じ VPN ID を使用することを許可します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

activate

SBC を再びアクティブにします。

例：
Router(config-sbc)# activate

ステップ 6

SBC コンフィギュレーション モードを終了します。

exit

例：
Router(config-sbc)# exit

フレキシブル メディア ルーティング機能の設定例
次の例では、フレキシブル メディア ルーティング機能を設定したときの SBC の動作を示します。
sbc test
allow diff-med-sig-vpn

次の例では、シグナリングおよびメディアのネットワークで異なる VRF を設定する方法を示します。
sbe
adjacency sip sipp1 ================== incoming
force-signaling-peer all
vrf vrf_sipp1
nat force-on
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 192.0.2.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 192.0.2.3 255.255.255.0
signaling-peer 192.0.2.3
realm FMR
attach
adjacency sip sipp2 ================== outgoing
force-signaling-peer all
vrf vrf_sipp2
nat force-off
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 192.0.2.2
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 192.0.2.4 255.255.255.0
signaling-peer 192.0.2.4
fast-register disable
realm FMR
call-policy-set 1
first-call-routing-table start-table1
first-reg-routing-table start-table1
rtg-src-adjacency-table start-table1
entry 1
match-adjacency sipp1
dst-adjacency sipp2
action complete
entry 2
match-adjacency sipp2
dst-adjacency sipp1
action complete
complete
call-policy-set default 1
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network-id 9737
!
media-address ipv4 192.0.2.5 vrf vrf_media realm FMR
port-range 16384 32767 any
activate
!
end

XML 課金レコードの変更
フレキシブル メディア ルーティング機能をイネーブルにすると、SBC は、次のように、XML 課金レ
コードの adjacency 要素に mediarealm 属性を追加します。
<adjacency type="orig" name="Adj1" account="Acc1" vpn=”0X12345678” mediarealm="Internet"/>

mediarealm 属性の詳細については、付録 C の「XML 課金スキーマ」を参照してください。
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第 6 部：セッション開始プロトコル（SIP）

非 IMS 隣接の継承プロファイル
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、IP Multimedia Subsystem（IMS; IP マルチメディ
ア サブシステム）ネットワークの一部ではない隣接の継承プロファイルがサポートされます。この機
能により、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接をアクセス、コア、またはピアリング
として定義する 3 つのいずれかの非 IMS プロファイルを使用して非 IMS ネットワークで動作できま
す。Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、この定義を使用して、パケットを正しく処理
し、発信パケットに正しい情報を追加します。
プロファイルを使用してこれらの異なるタイプの各隣接を設定することで、効率化を図り、占有率を高
くすることができます。たとえば、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、ピアリング隣接
から受信したメッセージの登録情報は格納されません。加入者がアクセス隣接から正常に登録した場合
は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、加入者の登録の詳細を後で使用するために記憶
し、この情報をアクセス隣接だけに格納します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
非 IMS 隣接の継承プロファイルの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4 この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「前提条件」（P.448）
• 「非 IMS 隣接の継承プロファイルに関する情報」（P.448）
• 「非 IMS 隣接の継承プロファイルの CLI サポート」（P.450）
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• 「設定例」（P.450）

前提条件
非 IMS 隣接の継承プロファイルを実装するには、次の前提条件が必要です。

• これらの機能を実装する前に、SBC がすでに設定されている必要があります。「Cisco Unified
Border Element（SP Edition）の設定」の手順を参照してください。

非 IMS 隣接の継承プロファイルに関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、さまざまなネットワーク トポロジに配置でき、ネッ
トワークのその場所に応じて異なるロールを果たすことができます。採用されたそれぞれのロールに
は、固有の一連の要件が関連付けられています。これらの要件によって、追加、検査、更新、または削
除する必要があるヘッダー、および通過を許可するヘッダー、メソッド、およびオプションが制御され
ます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は非 IMS ネットワークに配置できるため、非 IMS ネット
ワークでさまざまなロールをになうことができます。たとえば、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、SBC からの登録を試みるレジストラ ネットワーク デバイスまたはエンド ユーザ クライ
アント デバイスの方に向けることができます。または、Network-Network Interface（NNI; ネットワー
ク ネットワーク インターフェイス）上に配置することもできます。
非 IMS ネットワークに配置するために、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、特定の
ネットワーク ロールに適した関連する設定の集合から構成される、簡単に設定できる継承プロファイ
ルを使用します。アプリケーションの継承プロファイルは、隣接単位で設定するか、グローバル レベ
ルで設定する（デフォルト）ことができます。

非 IMS 継承プロファイル タイプと動作
次に、隣接について設定できる非 IMS の継承プロファイルを示します。

• preset-access プロファイル：アクセス隣接を設定します。アクセス隣接は、IMS ネットワークの
一部ではありません。この隣接は、加入者の電話機やその他の Session Initiation Protocol（SIP）
デバイスなど、SBC からの登録を試みるユーザの装置の方を向いています。
• preset-core プロファイル：コア隣接を設定します。これはデフォルト プロファイルです。コア隣
接は、IMS ネットワークの一部ではありません。この隣接は、レジストラ ネットワークの方を向
いており、レジストラにリンクしています。

• preset-peering プロファイル：ピアリング隣接を設定します。ピアリング隣接は、IMS ネットワー
クの一部ではありません。たとえばネットワーク ネットワーク インターフェイスに設置するこの
隣接は、あるレジストラから別のレジストラをリンクします。ピアリング隣接から受信したメッ
セージから加入者情報を格納するために、SBC は必要ありません。
次に、非 IMS 継承プロファイルの影響を受ける動作の例を示します。

• さまざまなヘッダー（P Charging Vector など）が作成されるかどうか。
• 通過させるヘッダー、メソッド、およびオプションと、除去されるヘッダー、メソッド、およびオ
プション。

• 加入者の登録前に、その加入者へのインバウンド コールとアウトバウンド コールを行うことがで
きるかどうか。
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• SBC が登録プロセス中に Contact ヘッダーを書き換えるかどうか。
特定の非 IMS プロファイルを使用して SBC を設定する場合は、コールの処理方法は異なることがあり
ます。たとえば、コア隣接でコールを受信する場合は、SBC は、エンドポイントが登録されているか
どうかを検査します。加入者が登録されていて、ネットワーク アドレス変換（NAT）の背後にあるこ
とがわかっている場合は、SBC は NAT を通過するようコールを設定します。エンドポイントが登録さ
れていない場合は、SBC はルーティング ポリシーを適用し、コールを適切な隣接にルーティングしま
す。

メソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、およびオプションのプロ
ファイルに対する Non-IMS 継承プロファイルの影響
Non-IMS 継承プロファイルを使用すると、選択した Non-IMS 継承プロファイルに基づいたコールに
次のプロファイル セット（メソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、オプション プロファイ
ル）が動的に割り当てられます。表 1 に、特定のメソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、お
よびオプション プロファイルに影響する Non-IMS 継承プロファイルを示します。
この影響は、header-profile、method-profile、またはオプションのプロファイルについての隣接の設定
では確認できません。必要に応じて、ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルの明示的
な設定によって上書きされます。
表 1

ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルに対する Non-IMS 継承プロファイルの影響

Non-IMS 継承プロ
ファイル

メソッド プロファイル

ヘッダー プロファイル

オプション プロファイル

preset-access

preset-std-in-mth

preset-std-in-hdr

preset-std-in-opt

preset-std-out-mth

preset-std-out-hdr

preset-std-out-opt

タイプ：ホワイトリス
ト

タイプ：ホワイトリスト

タイプ：ホワイトリスト

preset-std-in-mth

preset-std-in-hdr

preset-std-in-opt

preset-std-out-mth

preset-std-out-hdr

preset-std-out-opt

アクション：Server を渡 アクション：Replaces
アクション：INFO を渡 す、Diversion を渡す、 （のみ）を渡す
す、UPDATE を渡す
Resource-Priority を渡す

preset-core

アクション：Server を渡 タイプ：ホワイトリスト
す、Diversion を渡す、
アクション：Replaces
Resource-Priority を渡す （のみ）を渡す
アクション：INFO を渡
す、UPDATE を渡す
タイプ：ホワイトリス
ト

preset-peering

preset-std-in-mth

preset-std-in-hdr

preset-std-in-opt

preset-std-out-mth

preset-std-out-hdr

preset-std-out-opt

アクション：Server を渡 タイプ：ホワイトリスト
す、Diversion を渡す、
アクション：Replaces
Resource-Priority を渡す （のみ）を渡す
アクション：INFO を渡
す、UPDATE を渡す
タイプ：ホワイトリス
ト
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非 IMS 隣接の継承プロファイルの CLI サポート
inherit profile コマンドには、IMS ネットワークの一部ではない隣接の preset-access、preset-core、ま
たは preset-peer プロファイルを設定できる次の 3 つのキーワードがあります。
preset-access：User-Network Interface（UNI; ユーザネットワーク インターフェイス）ロケーショ
ンにあるアクセス デバイスの方を向いている隣接のプリセット アクセス プロファイルを指定しま
す。

preset-core：UNI ロケーションにあるコア デバイスの方を向いている隣接のプリセット コア プロ
ファイルを指定します。これはデフォルトです。
preset-peering：ネットワーク ネットワーク インターフェイス（NNI）ロケーションにあるピア デ
バイスの方を向いている隣接のプリセット ピアリング プロファイルを指定します。
隣接に固有のコマンド設定によって、sip inherit profile コマンドを使用して設定された隣接のグロー
バル設定は上書きされます。
次の例は、inherit profile コマンドとともに使用可能なすべてのプロファイルを示しています。
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipa
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile ?
preset-access
preset-access profile
preset-core
preset-core profile
preset-ibcf-ext-untrusted
preset-ibcf-ext-untrusted profile
preset-ibcf-external
preset-ibcf-external profile
preset-ibcf-internal
preset-ibcf-internal profile
preset-p-cscf-access
preset-p-cscf-access profile
preset-p-cscf-core
preset-p-cscf-core profile
preset-peering
preset-peering profile
preset-standard-non-ims
preset-standard-non-ims profile

設定例
次に、「Inherit profile:」フィールドを含め、隣接が非 IMS の preset-access プロファイルを使用して設
定されていることを示す隣接クライアントの詳細な出力の例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies client detail
SBC Service "mySBC"
Adjacency client (SIP)
Status:
Signaling address:
Signaling-peer:
Remote address:
Force next hop:
Account:
Group:
In header profile:
Out header profile:
In method profile:
Out method profile:
In UA option prof:
Out UA option prof:
In proxy opt prof:
Out proxy opt prof:
Priority set name:
Local-id:
Rewrite REGISTER:

Attached
200.0.0.12:5062, VRF Admin
200.0.0.30:5062
200.0.0.0 255.255.255.0
No
None
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default
Default
None
None
On
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Target address:
NAT Status:
Reg-min-expiry:
Fast-register:
Fast-register-int:
Authenticated mode:
Authenticated realm:
Auth. nonce life time:
IMS visited NetID:
Inherit profile:
Force next hop:
Home network Id:
UnEncrypt key data:
SIPI passthrough:
Rewrite from domain:
Rewrite to header:
Media passthrough:
Preferred transport:
Hunting Triggers:
Redirect mode:
Security:
Outbound-flood-rate:
Ping-enabled:
Signaling Peer Status:

None
Auto Detect
3000 seconds
Enabled
30 seconds
None
None
300 seconds
None
preset-access
No
None
None
No
Yes
Yes
No
UDP
Global Triggers
Pass-through
Untrusted
None
No
Not Tested
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Cisco Unified Border Element（SP
Edition）登録機能
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SIP 高速登録、ソフトスイッチ シールド、登録モニ
タリング、集約登録、プロビジョニングされた委任登録、およびコンタクト ユーザ名パススルーの各
機能が統合モデルでサポートされます。
SIP 高速登録は、ネットワーク アドレス変換（NAT）エンドポイントへの SIP メッセージがコールを
確立するために NAT とファイアウォールを通過できないという問題に対処します。NAT エンドポイン
トは、SIP 高速登録を使用して、十分に高い頻度で SIP REGISTER 要求を送信して、NAT ピンホール
をアクティブな状態に保ちます。
ソフトスイッチ シールド機能は、レジストラ（通常はソフトスイッチ）へのリンクで、エンドポイン
トへのリンクでのレートよりも低い SIP 登録レートを可能にします。低い登録レートを可能にすること
によって、望ましくない高い再登録レートからソフトスイッチを保護します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、登録モニタリング機能を使用した、登録ステートの
変更についてのイベント サブスクリプションの監視がサポートされます。
集約登録は、1 回の登録で、接続されているすべてのエンドポイントを登録します。この機能によっ
て、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、複数のエンドポイントを明示的に登録するデバ
イスがサポートされます。
プロビジョニングされた委任登録機能を使用すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で
は、SIP コールがレジストラを通過しているネットワークに自身を登録できないクライアント デバイス
またはエンド ユーザ デバイスをサポートできます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、
そのようなクライアント デバイスの代わりに登録を行うことができます。プロビジョニングされた委
任登録機能は、エンド ユーザ アプリケーションが登録メッセージを送信できず、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）がその代わりに送信を行う Cisco Telepresence システムをサポートできます。
コンタクト ユーザ名パススルーの機能拡張によって、SIP REGISTER 要求の Contact Uniform
Resource Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）の連絡先ユーザ名部分を変更せずに通過さ
せる必要があるソフトスイッチとの相互運用性を実現できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。
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内容

（注）

これらの機能は統合モデルでサポートされます。

登録機能の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4 SIP 高速登録、ソフトスイッチ シールド、登録モニタリング、集約登録、
および委任登録の各機能が、統合モデルのサポートともに Cisco IOS XR
に追加されました。

Cisco IOS XE Release 2.5 非 IP Multimedia Subsystem（IMS; IP マルチメディア サブシステム）
ネットワークのコンタクト ユーザ名パススルー機能と REGISTER 要求で
の Supported Path 機能のサポートが追加されました。
Cisco IOS XE Release
加入者単位の削除機能が追加されました。
3.1S
Cisco IOS XE Release
expires-header ヘッダーを register-message に追加する機能が追加されま
3.2S
した。
Cisco IOS XE Release
代替連絡先の書き換え機能が追加されました。
3.3S

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「前提条件」（P.455）
• 「制約事項」（P.455）
• 「SIP 登録に関する情報」（P.455）
• 「Register-Message メッセージへの Expires ヘッダーの追加」（P.456）
• 「REGISTER 要求での Supported Path のサポート」（P.458）
• 「コンタクト ユーザ名パススルーに関する情報」（P.458）
• 「コンタクト ユーザ名パススルーの設定」（P.459）
• 「代替連絡先の書き換えについて」（P.461）
• 「代替連絡先の書き換え機能の設定」（P.462）
• 「SIP 高速登録に関する情報」（P.464）
• 「SIP 高速登録の設定」（P.467）
• 「ソフトスイッチ シールドに関する情報」（P.468）
• 「ソフトスイッチ シールドの設定」（P.469）
• 「登録モニタリングに関する情報」（P.471）
• 「登録モニタリングの設定」（P.472）
• 「加入者単位の削除について」（P.473）
• 「加入者単位の削除機能の設定」（P.473）
• 「集約登録に関する情報」（P.474）
• 「集約登録の設定」（P.475）
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• 「プロビジョニングされた委任登録に関する情報」（P.477）
• 「暫定委任登録のコマンド」（P.478）
• 「設定例」（P.482）

前提条件
ソフトスイッチ シールド、登録モニタリング、集約登録、およびプロビジョニングされた委任登録を
実装するには、次の前提条件が必要です。
これらの機能を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定されている必
要があります。

制約事項
SIP 高速登録には、次の制約事項があります。
• UDP だけがサポートされます。
• 有効期限時間がゼロ（「Unregisters」）の REGISTER は、SBC が認識されている登録と突き合わせ
る場合も、常にレジストラに転送されて高速パス処理は行われません。

• 高速パス応答を送信するために決定が行われる前に、REGISTER 要求の最小の解析が実行されま
す。これによって、SBC での負荷が最小限に抑えられます。REGISTER 要求は、有効期限間隔が
ゼロではない場合だけ高速パス処理され、認識されている加入と同じ IP アドレスとポートから発
行されます。

• エフェメラルな（存続期間の短い）ポートから要求を送信するエンドポイントでは、登録要求の高
速パス処理は行われません。

• 「FastReg 間隔」は、「MinExpiry 間隔」より大きくできません。「MinExpiry 間隔」が「FastReg
間隔」の 2 倍より少ない場合は、高速パス処理は実行されません。
プロビジョニングされた委任登録には、次の制約事項があります。

• 委任登録の設定は、それぞれ連絡先が 5 人を超えない 1000 人以下の加入者に制限されます。
• H.323 隣接および SIP-H.323 へのインターワーキングは、Cisco IOS XE Release 2.4 以前ではサ
ポートされません。

SIP 登録に関する情報
エンド ユーザがダイナミック IP アドレスを持つ場合、プロバイダーでスタティック ホスト名がサポー
トされない場合、または NAT を使用する場合は、登録が必要です。

SIP REGISTER メッセージでは、加入者を識別する URI が Contact: ヘッダーに含まれています。
デバイスが非 IMS ネットワークに登録すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は SIP
REGISTER Contact: ヘッダーを取得して、連絡先ユーザ名をハッシュに置き換えることでこのヘッ
ダーを変更し、連絡先ユーザ名を固有にします。これは、標準的な登録のデフォルトの動作です。類似
した連絡先を持つ複数の User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）隣接
（これは、IMS P-CSCF プロ
が異なる VLAN 内に存在する可能性があるため、これが必要となります。
ファイルには適用されません）。次に、SBC は変更後の Contact: ヘッダーを含むレジストラに
REGISTER を転送します。一方 SBC は、オリジナルの連絡先と変更した連絡先のレコードも内部メモ
リに格納します。
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コア ネットワークが加入者に通知する必要がある場合は、SBC は、変更した連絡先情報が含まれる
INVITE を受信します。Cisco SBC は、情報を検索するためにメモリを調べて、ヘッダーを元の情報と
スワップ アウトし、正しいカスタマー ネットワーク内の適切な SIP 隣接にコールを送信します。
これは、SBC に登録の内部メモリがあるため、コールをコアから加入者にルーティングするための
コール ポリシーで明示的なコール ルーティングの詳細を設定する必要がないことを意味します。

SIP 隣接が加入者の（登録済み）トラフィックだけを受信することを前提としている可能性がある場合
でも、未登録の発信側がその同じ隣接からコールを開始できることに注意してください。これは、有益
であると考えることができます。緊急事態に陥っている発信側は最初に登録する必要がないためです。
コールがソフトスイッチに到着すると、加入者が登録されているかどうか、およびコールを許可されて
いるかどうかを検査できます。
ソフトスイッチの相互運用性が必要な場合は、連絡先ユーザ名をハッシュするのではなく通過させるこ
とができます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、非 IMS ネットワークのためにコン
タクト ユーザ名パススルー機能が拡張されています。「コンタクト ユーザ名パススルーに関する情報」
（P.458）を参照してください。

Register-Message メッセージへの Expires ヘッダーの追
加
一部のレジストラまたはエンドポイントでは、Contact URI で Expires パラメータが設定されているか
どうかを確認できない場合があります。この問題を解決するには、REGISTER メッセージに Expires
ヘッダーを追加するように、SBC を設定できます。

SIP では、登録の有効期限時間は、次を使用してエンドポイントを登録することで指定されます。
• Expires ヘッダー。
• 登録された Contact URI の Expires パラメータ。
• 有効期限時が指定されていない場合、レジストラが有効期間を選択できます。

Expire ヘッダーを追加するように SBC を設定する
REGISTER メッセージに Expire ヘッダーを追加するように SBC を設定するには、次の手順を実行し
ます。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. expires-header
6. softswitch-shield
7. exit
8. end
9. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name Detail
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

expires-header options

SIP Contact ヘッダーに Expires パラメータを追加します。

例：

ヘッダーに Expires パラメータを追加するため、options 引
数を使用して、次のいずれかのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# expires-header
add-not-present

• add-not-present：SBC はエンドポイントによって指定
される形式、または他の設定で指定される形式で、有
効期限情報を提供します。

• add-smallest：Expires ヘッダーの値は、指定された連
絡先情報がどのようなものであっても、Expires パラ
メータの最小値に設定されます。

• add-value：SBC は、指定した隣接で送信された
REGISTER 要求（有効期限情報を含まない）に
Expires ヘッダーを追加します。
ステップ 6

SIP でソフトスイッチ シールディングをイネーブルにしま
す。

softswitch-shield

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
softswitch-shield

ステップ 7

adj-sip-ping モードを終了し、adj-sip モードに移行します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ping)# exit
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 9

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した隣接に設定されている Expires ヘッダーを一覧表
示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies sipGW
detail

REGISTER 要求での Supported Path のサポート
Cisco IOS XE Release 2.5 から、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、REGISTER 要求
の Supported フィールドで Path 拡張ヘッダー フィールドを使用できるようになりました。Path フィー
ルドには、プロキシのリストを蓄積して、SIP ユーザ エージェントとレジストラの間で送信する方法が
示されます。Path フィールドについては、RFC 3327『Session Initiation Protocol (SIP) Extension
Header Field for Registering Non-Adjacent Contacts』を参照してください。

コンタクト ユーザ名パススルーに関する情報
コンタクト ユーザ名パススルー機能によって、SIP REGISTER 要求の Contact URI の連絡先ユーザ名
部分を変更せずに通過させる必要があるソフトスイッチとの相互運用性を実現できます。非 IMS ネッ
トワークでの特定の状況では、ソフトスイッチは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）と連動
して、SIP REGISTER 要求の Contact URI の連絡先ユーザ名部分の書き換えまたはハッシュを行うこ
とができない場合があります。そのような場合、連絡先ユーザ名を通過させるよう SBC を設定してい
ない限り、加入者は SBC から登録できない可能性があります。
一般的な SIP 登録プロセスでのデフォルトの動作では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
は、次の理由から、加入者によって送信された REGISTER 要求の Contact ヘッダーで URI を書き換え
ます。

• この加入者に送信された要求のシグナリング パスにとどまるため。
• Contact URI のユーザ名部分を固有のストリングで置き換えることによって、同じプライベート
ユーザ名を持つ別のデバイスから登録した加入者を明確にするため。
たとえば、SBC が、同じユーザ名「bob」を使用する次の連絡先 URI が記載された 2 つの
REGISTER 要求を受信したとします。

bob@1.1.1.1
bob@2.2.2.2
いずれの場合も、REGISTER には SBC のアドレスを持つ Contact URI が含まれています。SBC
は、各 URI のユーザ名「bob」を明確にするために、固有のストリングで置き換えるか書き換えま
す。
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Cisco IOS XE Release 2.5 以降では、特定の加入者に関連付けられた SIP REGISTER 要求のそれぞれ
の連絡先ユーザ名に異なるポート番号を使用させることで、連絡先ユーザ名を書き換えるのではなく通
過させるよう SBC を設定できます。レジストラに送信される連絡先ごとに固有のポートを使用するこ
とで、SBC は、固有のユーザ名がなくても、登録済みのエンドポイントに一意的に相関させることが
できます。これは、レジストラ側の隣接ごとに設定できます。
次に、ユーザ名「bob」を変更せずに通過させ、ホストポートが SBC のアドレスと固有のポート番号
で書き換えられる連絡先ユーザ名パススルーの例を示します。

sip:bob@1.1.1.1 ------> sip:bob@192.168.101.1:5060
その他の設定例については、「連絡先ユーザ名パス スルーの例」（P.490）を参照してください。

（注）

この機能は、SBC が連絡先ユーザ名を書き換えない IMS の配置では無効です。

コンタクト ユーザ名パススルーの設定
（config-sbc-sbe-adj-sip）コンフィギュレーション モードで registration contact username
passthrough コマンドと signaling-port コマンドを使用して、コンタクト ユーザ名パススルー機能を
設定できます。

passthrough オプションを指定して registration contact username コマンドを使用すると、連絡先の
書き換え時に SIP REGISTER 要求の連絡先ユーザ名を変更せずに通過させる必要があることを指定で
きます。このオプションは、レジストラ側の隣接でイネーブルにする必要があります。passthrough オ
プションは、複数の連絡先 URI が同じパブリック ID に登録されている場合に、固有のローカル ポー
ト番号を使用することで、同じプライベート ユーザ名を持つ別のデバイスから登録した加入者を明確
にします。有効なシグナリング ポートの範囲は、レジストラ側の隣接で signaling-port コマンドを使用
して設定します。
この隣接で signaling-port コマンドに max-port-num オプションを指定しないと、SBC は、同じユー
ザ名を持つ別のデバイスから登録した加入者を明確にできません。
デフォルトは、連絡先の書き換え時にユーザ名を変更できるようにする rewrite オプションです。

（注）

32 文字を超える連絡先ユーザ名を通過させず、デフォルトの rewrite オプションを選択した場合と同
じようにハッシュで置き換えます。
次の例では、連絡先ユーザ名を変更せずに通過させるよう指定するように SBC を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. no attach
6. registration contact username {passthrough | rewrite}
7. signaling-port port-num [max-port-num]
8. exit
9. end
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10. show sbc sbe adjacencies
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

（レジストラ側の）隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1

ステップ 5

no attach

（任意）このコマンドは、既存の隣接が変更前にアクティブ
ではなくなるように分離させる場合に使用します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach

ステップ 6

registration contact username
{passthrough|rewrite}

連絡先の書き換え時に、SIP REGISTER 要求の連絡先ユー
ザ名を変更せずに通過させるかどうかを指定します。

例：

このオプションは、レジストラ側の隣接でイネーブルにす
る必要があります。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
contact username passthrough

ステップ 7

signaling-port port-num [max-port-num]

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5060 5062

passthrough キーワードは、複数の連絡先 URI が同じパブ
リック ID に登録されている場合に、固有のローカル ポー
ト番号を使用することで、同じプライベート ユーザ名を持
つ別のデバイスから登録した加入者を明確にします。
レジストラ側の隣接で有効なシグナリング ポートの範囲を
設定して、SBC が、同じユーザ名を持つ別のデバイスから
登録した加入者を明確にできるようにします。

max-port-num の範囲は、1 ～ 65535 です。
port-num と max-port-num の両方が指定されている場合
は、port-num は範囲の下限を示し、max-port-num は範囲
の上限を示します。max-port-num が指定されていない場
合は、隣接は単一の port-num だけでリッスンします。
Max-port-num を設定する必要があるのは、この隣接で
ローカル リッスン ポートの範囲が必要な場合だけです。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 9

SBE コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 10 show sbc sbe adjacencies

SBC 隣接を表示します。

例：
Router# show sbc sbe adjacencies

代替連絡先の書き換えについて
User-to-Network Interface（UNI; User-to-Network Interface）の配置シナリオでは、エンドポイント
は、SBC を介してレジストラ、ソフトスイッチ、またはプロキシに登録されます。SBC は独自のシグ
ナリング アドレスを使用することで、受信した Contact ヘッダーを書き換えて、コール シグナリング
フローに保存します。SBC は、受信した連絡先情報と転送された連絡先情報のマッピングを保持しま
す。これにより、複数のデバイスから受信した連絡先情報が一意になることが確保され、加入者に匿名
性を提供します。

Cisco IOS XE Release 3.3S より前のリリースでは、SBC は、連絡先情報全体を、受信した連絡先情報
をハッシュして生成した英数字のストリングで置換して、連絡先情報を書き換えます。ただし、レジス
トラは、Contact ヘッダーの user-info の最初のセクションを比較して、複数の登録で同じ Address of
Record（AOR）が使用されていることを確認できます。たとえば、02083661177-abc@sbc.com と
02083661177-xyz@sbc.com の 2 つの連絡先のエンドポイントは同じであることを確認します。

Cisco IOS XE Release 3.3S 以降のリリースでは、SBC は次の 2 通りの方法で Contact ヘッダーを書き
換えます。

• 16 進ハッシュ値：<DN> + "-" + <hashed_value>。<hashed_value> はランダムに生成される値
で、特定のエンドポイントについて一意です。このため、ソフトスイッチはこれらのエンドポイン
トを識別してフォーキングを開始することができます。フォーキングは、1 つの AoR のエンドポ
イントに対して、コールを複数回試行することをいいます。

• 書き換えられた連絡先の Uniform Resource Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）の
ユーザ名には、ハッシュ値だけが含まれます。

委任登録
委任加入者が preset-access 隣接に設定されている場合、レジストラに送信される Contact ヘッダーは、
REGISTER メッセージで受信される Contact ヘッダーと同様に書き換えられます。したがって、代替
連絡先の書き換え機能は、委任登録にも適用されます。終了時にユーザに提供され、連絡先情報の書き
換えに使用されるオリジナルの連絡先は、SBE subscriber-entry コンフィギュレーション モードで
sip-contact contact uri コマンドを使用して設定された連絡先情報です。
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代替連絡先の書き換えの制約事項
この機能には次の制約事項があります。

• Contact URI にユーザ名が見つからない場合、ハッシュを使用して生成された 32 桁のユーザ名が
使用されます。ただし、元のユーザ名の長さが 24 バイト以上であると、ユーザ名は <23 桁のハッ
シュ値（数値）>-<8 桁のハッシュ値（数値）> の形式で書き換えられます。

代替連絡先の書き換え機能の設定
ここでは、代替連絡先の書き換え機能を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. registration contact username rewrite [numeric | userid-and-numeric]
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。sbc-name 引数を使用
して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip pe42

レジストラ側の隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュレー
ション モードを開始します。
（注）

代替連絡先のサポート機能は、H.323 隣接をサポー
トしません。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

registration contact username rewrite [numeric
| userid-and-numeric]]

に設定します。

SIP REGISTER 要求の連絡先ユーザ名を、変更可能なよう
• rewrite：SIP REGISTER 要求の連絡先ユーザ名の変

例：

更または書き換えを許可します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
contact username rewrite userid-and-numeric

• numeric：SIP REGISTER 要求の連絡先ユーザ名を、
生成されたハッシュ値（数値）に書き換えます。

• userid-and-numeric：SIP REGISTER 要求の連絡先
ユーザ名を、生成された userid とハッシュ値（数値）
に書き換えます。
ステップ 6

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定の SIP 隣接についての詳しいフィールド出力を表示し
ます。

例：
Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies pe42

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc pe41 sbe adjacencies pe42 detail
SBC Service "pe41"
Adjacency pe42 (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
88.41.41.41:5060
IPsec server port:
0
Signaling-peer:
88.42.42.42:5060 (Default)
Signaling-peer status: Not Tested
Signaling-peer priority: 2147483647
Signaling-peer switch: always
Peer status: Not Tested
Current peer index:
0
Force next hop:
No
Force next hop select: Out-of-dialog
Admin Domain:
None
Account:
Group:
None
.
.
.
Rewrite REGISTER:
Off
Register contact username: Rewrite as userid and digits
Target address:
None
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Local Jitter Ratio:
0/1000
.
.
.
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SIP 高速登録に関する情報
SIP 高速登録は、次の機能を実行します。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）に登録するように求めるプロンプトをエンドポイント
に頻繁に表示して、NAT またはファイアウォール ピンホールがオープンになったままにします。
• エンドポイント登録によって発生する多数の REGISTER メッセージから内部ネットワーク エレメ
ントを保護します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）で REGISTER メッセージの最小限の処理を行えるよ
うにして、パフォーマンスを向上させます。これは、重大な加入過多を処理する際に特に重要で
す。加入過多では通常、アクティブ コールと比較して 10 倍の加入者が存在することがあります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）が顧客宅内側にある場合に、ネットワーク エッジ上のお
客様がネットワーク アドレス変換（NAT）とファイアウォールを導入すると、NAT エンドポイントへ
の SIP INVITE は、コールを確立するために NAT を通過できません。この問題を克服するために、エ
ンドポイントは、十分に高い頻度で SIP REGISTER 要求を送信して、NAT ピンホールをアクティブな
状態に保ちます。SIP 高速登録機能は、多数のエンドポイントのレジストラから処理をオフロードし
て、データ プレーンから SIP REGISTER 応答を生成します（Cisco QuantumFlow Processor（QFP）
によって提供されるサービスを転送します）。これによって、ルータの CPU 負荷に対する影響も制限
されます。QFP は、REGISTER メッセージを短縮して、迅速に方向転換させることで、予想される
SIP 再登録メッセージを処理します。
通常、レジストラは、次の SIP REGISTER メッセージの送信先エンドポイントを尋ねる最初の SIP
REGISTER メッセージに 3600 秒（設定可能）以内に応答します。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、SIP 高速登録機能を使用して、この応答を代行受信し、NAT がオープンになっている状
態を保つために、30 秒ごとにエンドポイントに REGISTER を通知します。ルート プロセッサ（RP）
は、早い有効期限時間パラメータ（秒単位）を使用して、SIP Fast Registration（SFX; SIP 高速登録）
エントリをプログラムします。早い有効期限時間パラメータの期限が切れると、QFP は、レジストラ
に転送する前に、SIP REGISTER メッセージを RP にパントしてステートを更新します。
高速登録は、エンドポイント側の隣接（着信 REGISTER 要求を受信する隣接）で SIP 隣接ごとに設定
されます。高速登録を使用して隣接からエンドポイントを登録したら、登録間隔の期限が切れそうにな
るまで、同じエンドポイントからの後続の登録要求はすべて、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）によって応答され、ソフトスイッチには通知されません。
次に、高速登録の設定例を示します。
...
Reg-min-expiry:
Fast-register:
Fast-register-interval:
Register aggregate:
...

300 seconds
Enabled
60 seconds
Disabled

上の例では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、60 秒間隔で高速登録を実行し、480 秒
間隔で登録をレジストラまたはソフトスイッチに送信します。これは、（3 x fast-register-interval ）+
（reg-min-expiry）のハードコードされたアルゴリズムに加えて、エンドポイントからのインバウンド
登録での有効期限時間を考慮に入れて計算されます。
上の例では、ソフトスイッチ シールドはイネーブルになっていません。そのため、エンドポイントか
らの着信の有効期限時間が、480 秒よりも短い 400 秒である場合は、レジストラまたはソフトスイッチ
までの着信登録間隔は、480 秒として計算されます。ただし、エンドポイントからの着信の有効期限時
間が、480 秒よりも長い 600 秒である場合は、レジストラまたはソフトスイッチまでの着信登録間隔
は、600 秒として計算されます。
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一方で、ソフトスイッチ シールドがイネーブルになっている場合は、ソフトスイッチ シールド タイ
マーが優先され、常にレジストラまたはソフトスイッチまでの着信登録間隔として使用されます。「ソ
フトスイッチ シールドに関する情報」（P.468）を参照してください。
高速登録がイネーブルになっている場合は、着信登録時間は、fast-register-interval よりも短くできま
せん。短くなっていると、SBC は、エラー メッセージ 423（「Interval Too Brief」）で登録を拒否しま
す。SBC は、着信登録時間を、reg-min-expiry の間隔ではなく fast-register-interval で設定された間隔
と比較します。高速登録がディセーブルになっている場合は、着信登録時間は、reg-min-expiry time
よりも短くできません。短くなっていると、SBC は、応答コード 423（「Interval Too Brief」）で登録を
拒否します。

fast-register-interval や reg-min-expiry などのコマンドについては、『Cisco Unified Border Element
(SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。
SIP 高速登録はデフォルトでイネーブルになっていません。これは、inherit profile preset-access コマ
ンドを使用してグローバル設定として設定するか、隣接ごとに設定する必要があります。
SIP 高速登録の設定後は、デフォルトでは隣接で高速パス処理が行われます。その後、高速登録は、
fast-register disable コマンドを使用してディセーブルにできます。
REGISTER メッセージは、次の状況では、応答コード 423「Interval Too Brief」で Cisco Unified
Border Element（SP Edition）によって拒否されます。
• 高速登録がイネーブルになっていて、REGISTER メッセージの Expires ヘッダーが着信隣接の
「fast-register-interval 」よりも短い場合。

fast-register-interval コマンドは、エンドポイントが REGISTER 要求を送信するときの推奨レー
トを制御します。この値が低いほど、エンドポイントの再登録頻度が高くなるため、NAT または
ファイアウォールのピンホールはオープンになったままになります。そのため、ピンホール タイ
ムアウトがわかっている場合は、この値をそのタイムアウトよりもわずかに低い値に設定すること
をお勧めします。
• 高速登録がイネーブルになっておらず、REGISTER メッセージの Expires ヘッダーが着信隣接の
「reg-min-expiry」よりも短い場合。

reg-min-expiry コマンドは、REGISTER 要求が SBC から SIP レジストラに送信されるレートを
制御します。この値が低いほど、ソフトスイッチでかかる可能性がある登録の負荷が大きくなりま
す。隣接で高速パス処理がイネーブルになっていない場合は、SBC は、reg-min-expiry コマンド
よりも短い有効期限間隔が指定された REGISTER 要求をすべて拒否します。
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図 1 に、高速登録、ソフトスイッチ シールド、および集約登録を使用して設定されたネットワークに
おけるネットワーク エレメントの場所を示します。
図 1

高速登録、ソフトスイッチ シールド、および集約登録ネットワークでの音声ネットワーク エレ
メント

࠰ࡈ࠻ࠬࠗ࠶࠴ ࠪ࡞࠺ࠖࡦࠣ
࠲ࠗࡑ߇ Registrar ߳ߩ
㓞ធߢࠗࡀࡉ࡞

㜞ㅦ⊓㍳ᯏ⢻߇
UNI ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬߢࠗࡀࡉ࡞

SBC

⊒ା⊓㍳
㑆㓒 = 86400

SBC

㓸⚂⊓㍳ᯏ⢻߇
UNI ࠗࡦ࠲ࡈࠚࠗࠬߢࠗࡀࡉ࡞

㜞ㅦ⊓㍳㑆㓒 = 30

M
M

M

M
IP
M

M
IP

M

IP

M

M
IP

275678

M

SIP 高速登録に関する制約事項
SIP 高速登録に関する制約事項は次のとおりです。
• UDP だけがサポートされます。
• 有効期限時間がゼロ（「Unregisters」）の REGISTER は、SBC が認識されている登録と突き合わせ
る場合も、常にレジストラに転送されて高速パス処理は行われません。

• 高速パス応答を送信するために決定が行われる前に、REGISTER 要求の最小の解析が実行されま
す。これによって、SBC での負荷が最小限に抑えられます。REGISTER 要求は、有効期限間隔が
ゼロではない場合だけ高速パス処理され、認識されている加入と同じ IP アドレスとポートから発
行されます。

• エフェメラルな（存続期間の短い）ポートから要求を送信するエンドポイントでは、登録要求の高
速パス処理は行われません。

• fast-register-interval は、reg-min-expiry（最小の有効期限値）よりも大きくできません。最小の有
効期限値が fast-register-interval の 2 倍よりも少ない場合は、高速パス処理は実行されません。
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SIP 高速登録の設定
このタスクでは、隣接で基本の SIP 高速登録を設定します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
6. exit
7. end
8. show platform hardware qfp active feature sbc sfx
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

（加入者側の）隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：

（注）

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1

ステップ 5

inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

H.323 隣接は、Cisco IOS XE Release 2.4 以前では
サポートされません。

SIP 隣接の継承プロファイルを設定します。
SIP 隣接は、高速登録の preset-access に設定する必要があ
ります。アクセス隣接は、加入者の電話機やその他の SIP
デバイスなど、SBC からの登録を試みるユーザの装置の方
を向いています。

例：

デフォルトは preset-core です。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-access
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

SBE コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 8

show platform hardware qfp active feature sbc
sfx

QFP SIP 高速登録（SFX）カウンタを表示します。

例：
Router# show platform hardware qfp active
feature sbc sfx global

ソフトスイッチ シールドに関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、レジストラ（通常はソフトスイッチ）へのリンク
で、エンドポイントへのリンクでのレートよりも低い SIP 登録レートを可能にするソフトスイッチ
シールド機能がサポートされます。エンドポイントがソフトスイッチへの SIP 登録を頻繁にリフレッ
シュするネットワークで低い登録レートを設定できるようにすると、望ましくない高レートの再登録か
らソフトスイッチを保護すると同時に、登録済みのエンドポイントをソフトスイッチに正確に認識させ
ることができます。
たとえば、エンドポイントがプロキシ サーバに着信側アドレス ロケーションを通知するために

REGISTER メッセージを 15 分ごとに送信している場合は、登録されている連絡先に変更があった場合
を除き、REGISTER メッセージだけをソフトスイッチに 12 時間ごとに転送するよう Cisco Unified
Border Element（SP Edition）を設定できます。ソフトスイッチ シールドを使用することで、ソフトス
イッチとネットワークでの負荷が軽減します。一方、エンドポイントが REGISTER メッセージの送信
を停止すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、エンドポイントの有効期限間隔内に変
更を検出し、加入者ステートを削除するため、このエンドポイント間のコールは妨げられます。
ソフトスイッチ シールド機能は、登録処理の大部分からソフトスイッチを保護するための機能を Cisco
Unified Border Element（SP Edition）に提供します。SIP 高速登録機能とソフトスイッチ シールド機
能を同時に設定することもできます。さらに、REGISTER メッセージに Authorization ヘッダーが含ま
れている場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、REGISTER メッセージをソフトス
イッチ レジストラに転送します。
ソフトスイッチ シールドをイネーブルにして、タイムアウトになるまで SBC が REGISTER メッセー
ジをソフトスイッチに転送する時間間隔を設定するには、registration outgoing timer コマンドを使用
します。
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図 2 に、ソフトスイッチ シールドのコール フローを示します。
図 2

ソフトスイッチ シールドのコール フロー

UE

࠰ࡈ࠻ࠬࠗ࠶࠴

SBC
REGISTER㧔Expires=1800㧕

REGISTER㧔Expires=86400㧕
200 RSP㧔86400㧕
200 RSP㧔1800㧕
REGISTER㧔1800㧕
200 RSP㧔1800㧕
REGISTER㧔1800㧕
200 RSP㧔1800㧕
12 ᤨ㑆
15 ಽߏߣߦ
➅ࠅߒ

REGISTER㧔1800㧕
REGISTER㧔86400㧕

200 RSP㧔1800㧕

275679

200 RSP㧔86400㧕

ソフトスイッチ シールドの設定
このタスクでは、隣接でソフトスイッチ シールドを設定します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. registration outgoing timer sec
6. registration rewrite-register
7. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
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8. exit
9. end
10. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SoftSwitch

ステップ 5

registration outgoing timer sec

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
outgoing timer 36000

レジストラ側の隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュレー
ション モードを開始します。
（注）

H.323 隣接は、Cisco IOS XE Release 2.4 以前では
サポートされません。

ソフトスイッチ シールドをイネーブルにして、タイムアウ
トになるまで SBC が発信 REGISTER メッセージをソフト
スイッチに転送する時間間隔の登録タイムアウト タイマー
を設定します。

sec：値は 1 ～ 2147483647 です。デフォルトである 0 は、
ソフトスイッチ シールドをディセーブルにします。
この例では、時間間隔は 10 時間（36000 秒）ごとに設定
されます。

ステップ 6

registration rewrite-register

隣接で SIP 登録要求の書き換えを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
rewrite-register

ステップ 7

inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

SIP 隣接のグローバル継承プロファイルを設定します。
レジストラに接する隣接は、一般に preset-core プロファイ
ルが設定されています。
デフォルトは preset-core です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-core
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 9

SBE コンフィギュレーション モードを終了して、EXEC

end

モードに戻ります。
例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

例：

SBC が次の REGISTER メッセージをソフトスイッチに転
送する時間間隔が秒単位で示される「Register Out Timer:」
フィールドを含め、指定された SIP 隣接の詳細なフィール
ド出力をすべて表示します。

Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies
SoftSwitch detail

登録モニタリングに関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、登録ステートの変更についてのイベント サブスク
リプションの作成がサポートされます。イベント サブスクリプションは通常、ネットワークで開始さ
れる登録解除です。これは、SIP プロキシ サーバである Proxy-Call Session Control Function
（P-CSCF）の IP マルチメディア サブシステム（IMS）仕様を指定する場合の要件です。詳細について
は、『3rd Generation Partnership Project (3GPP) TS 24.229 v7.5.1』を参照してください。
このサポートは、隣接関係テーブルの registration monitor フィールドから隣接単位で設定されます。
このフィールドが設定されている場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接にある
登録済みの加入者ごとにレジストラでイベント サブスクリプションを作成します。
レジストラは、イベント サブスクリプションを使用して、登録ステートの変更のアクティブな指標を
提供します。この指標に基づいて、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、必要に応じて加入
者のステートを追加、削除、または更新します。イベント サブスクリプションの詳細については、
RFC 3680 を参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ネットワークで登録解除が開始された場合に高速登録
設定をクリーンアップしません。この場合は、User Equipment（UE; ユーザの装置）は、高速登録の
時間間隔の期限が切れるまでレジストラを再登録できません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、モニタリング サブスクリプションの期間を、加入者
の連絡先の最大期限切れ間隔と設定可能な定数をプラスした値に設定します。デフォルトのモニタリン
グ サブスクリプション間隔は 32 秒です。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、UE が SBC から再登録を送信する際に、Serving-Call
Session Control Function（S-CSCF）のモニタリング ステートへの再加入だけを行います。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、期限が切れるまでに 600 秒間隔で加入をリフレッシュする
という 3GPP モデルには従っていません。SBC の実装によって、両方の SIP サーバ（P-CSCF と
S-CSCF）での負荷が軽減します。また、加入のライフタイムが、登録のライフタイムを超えるように
して、ネットワークで開始された登録解除が常に検出されるようにします。
登録ステートの変更についてイベント サブスクリプションのモニタリングをイネーブルにするには、
registration monitor コマンドを使用します。
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登録モニタリングの設定
このタスクでは、登録ステートの変更の結果イベント サブスクリプションを監視する方法を設定しま
す。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. registration monitor
6. exit
7. end
8. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

レジストラ側の隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
Cary-IP-PBX

ステップ 5

registration monitor

登録ステートの変更の結果イベント サブスクリプションの
モニタリングをイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
monitor
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

SBE コンフィギュレーション モードを終了して、EXEC

end

モードに戻ります。
例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

登録モニタリングが「Enabled」になっていることを示す
「Registration Monitor:」フィールドを含め、指定された SIP
隣接の詳細なフィールド出力をすべて表示します。

例：
Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies
Cary-IP-PBX detail

加入者単位の削除について
加入者単位の削除機能は、個々の加入者、関連付けされた連絡先情報、加入者のその他のステート（該
当する場合）をデータベースから手動で削除するためのメカニズムを提供します。この機能は、標準的
な登録プロセスにおいて手動で作成された加入者エントリと、動的に作成されたエントリの両方に対し
て動作します。削除を行っても、加入者またはレジストラに対して SBC からシグナルが送信されるこ
とはありません。該当の加入者に関連付けられた SBC から内部ステートが削除されるだけです。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでスタック登録をクリアするには、clear sbc sbe sip subscriber aor
コマンドを使用します。

加入者単位の削除機能の設定
ここでは、スタック登録をクリアする方法について説明します。

手順の概要

1. show sbc sbc-name sbe sip subscribers
2. clear sbc sbc-name sbe sip subscriber aor address-of-record
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show sbc sbc-name sbe sip subscribers

SBC に登録されているすべての SIP エンドポイントの詳細
を表示します。各加入者の Address of Record（AOR）に
関する情報も表示します。

例：
Router# show sbc asr sbe sip subscribers

ステップ 2

clear sbc sbc-name sbe sip subscriber aor
address-of-record

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのスタック登録をクリア
します。

例：
Router# clear sbc asr sbe sip subscriber aor
sip:alice@open-ims.test

集約登録に関する情報
レジストラは通常、SIP ネットワーク上の登録サーバですが、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）デバイスの外部にあります。レジストラは、1 つ以上の IP アドレスを特定の URI（通常は
「sip:」アドレス）に登録する登録要求を受け入れて、処理します。SIP エンドポイントはその他の各
IP アドレスを認識している必要があるため、レジストラはロケーション サービスとして機能します。
複数のユーザ エージェントを同じ IP アドレスに登録できます。コールがその IP アドレスに対して発
信されると、登録済みのすべてのユーザ エージェントが呼び出しを行います。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、登録が 1 回実行され、レジストラが複数の IP アド
レスを明示的に登録する集約登録がサポートされます。SBC は、接続されているエンドポイントの集
約登録を実行します。そのため、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、この登録によって
複数のエンドポイントを明示的に登録するデバイスがサポートされます。接続されているすべてのエン
ドポイントを 1 回の登録で登録するこの方法は、通常は IP-PBX デバイスによって行われる登録方法と
比較できます。
集約登録機能では、複数のエンドポイントに代わって 1 回で登録を行うことができ、Internet Protocol
Private Branch eXchange（IP-PBX; IP 構内交換機）の背後にある単一のエンドポイントを明示的に登
録できます。
集約登録は隣接単位で、隣接下で設定されます。隣接に接続されているエンド ユーザ クライアントは
すべて、集約登録を実行できます。
隣接で集約登録のサポートがイネーブルになっている場合は、SBC の動作は次のようになります。

• REGISTER メッセージの受信時に、SBC は上部にある Via ヘッダーをキャッシュし、通常の登録
詳細とともに格納します。

• 隣接での INVITE または out-of-dialog 要求の受信時に、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、Contact ヘッダーと From ヘッダーではなく、上部にある Via ヘッダーを使用して登
録の検索を試みます。これによって、SBC は、コールをレジストラに必ず正しくルーティングす
るようになります。

• 隣接への INVITE または out-of-dialog 要求の受信時に、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、Request URI を次のように上書きします。
– ユーザ名は、P-Called-Party-Id ヘッダーが存在する場合はこのヘッダーのユーザ名、存在しな
い場合は To ヘッダーのユーザ名で上書きされます。
– ホスト名は、PBX が登録した、Contact ヘッダーに存在するホスト名で上書きされます。
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隣接から集約登録のサポートをイネーブルにするには、registration aggregate コマンドを使用します。

集約登録の設定
このタスクでは、隣接で集約登録を設定します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. registration rewrite-register
6. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
7. registration aggregate
8. header-name [contact [add [tls-param]] | from{passthrough} | to{passthrough}]
9. request-line request-uri rewrite
10. exit
11. end
12. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：

レジストラ側の隣接を設定し、隣接 SIP コンフィギュレー
ション モードを開始します。
（注）

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
Cary-IP-PBX

H.323 隣接は、Cisco IOS XE Release 2.4 以前では
サポートされません。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

registration rewrite-register

隣接で SIP 登録要求の書き換えを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
rewrite-register

ステップ 6

inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

SIP 隣接のグローバル継承プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-access

ステップ 7

registration aggregate

隣接から集約登録のサポートをイネーブルにします。
（注）

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration
aggregate

ステップ 8

header-name [contact [add [tls-param]] | from
{passthrough}| to {passthrough}]

集約登録のコール ルーティングが完全に機能でき
るようにするには、この手順と次の 2 つの手順を
正しい順序（header-name と request-line
request-uri rewrite）で行う必要があります。

非 REGISTER 要求の passthrough ヘッダーを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-name to
passthrough

ステップ 9

request-line request-uri rewrite

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# request-line
request-uri rewrite

ステップ 10 exit

集約登録を使用して登録されたエンドポイントへの発信
コールを許可します。SBC は、この隣接で登録された加入
者（IP-PBX）に要求を送信する前に、Request-URI を
<user>@<hostname> に書き換えます。
隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 11 end

SBE コンフィギュレーション モードを終了して、EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

集約登録が「Enabled」になっていることを示す「Register
Aggregate:」フィールドを含め、指定された SIP 隣接の詳細
なフィールド出力をすべて表示します。

例：
Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies
Cary-IP-PBX detail
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プロビジョニングされた委任登録に関する情報
SIP ネットワークでは、一部のサードパーティのクライアントまたはエンド ユーザ デバイスは、自身
をレジストラに登録できません。レジストラは、SBC デバイスの外部にあるサーバです。このような
エンド ユーザまたはクライアントは通常、ユーザが使用するシステムで実行されているアプリケー
ションです。アプリケーションは、IP Phone の PC またはメッセージング デバイスで動作するソフト
フォン アプリケーションである場合があります。たとえば、ソフトフォン アプリケーションは、ユー
ザがネットワーク経由で別のユーザへのコールを試みると要求を生成し、その要求をサーバに送信しま
す。生成される要求は、登録メッセージまたは登録です。
エンド ユーザは、自身のロケーションまたはアドレスをレジストラ サーバに登録します。特殊なメッ
セージをレジストラ サーバに登録または送信することによって、レジストラ サーバは、SIP ネット
ワークでエンド ユーザの更新済みのロケーションを維持します。その後、クライアントは、要求をプ
ロキシ サーバに送信します。これは、要求の生成時に、受信者または着信側のアドレスがわからない
ためです。着信側アドレスのロケーションをプロキシ サーバに通知するために登録が送信されます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、自身を登録できないクライアント デバイスを登録す
るよう設定できます。プロビジョニングされた委任登録機能を使用すると、個々のクライアント デバ
イスの委任登録を設定できます。クライアント デバイスは、標準の方法で登録された場合と同じよう
にコールを発信および受信することができます。さらに、指定されたレジストラ サーバにクライアン
ト デバイスを登録するなど、クライアント デバイスごとに個別のパラメータを指定できます。
プロビジョニングされた委任登録は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を、クライアント
デバイスに関する十分な情報でプロビジョニングして、デバイス自体の登録を発信できるようにするこ
とで行われます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、数百～千のエンド ユーザ クライア
ントまたは委任クライアントのエンド ユーザ登録を実行できます。
プロビジョニングされた委任登録では、次の機能がサポートされます。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、別の SIP ネットワーク エンティティ（委任クラ
イアント）の代わりに SIP レジストラを登録するよう設定できます。
• ユーザは、委任クライアントごとに次の情報を設定できます。
– エンド ユーザ クライアントが登録されているレジストラ。
– ユーザが通常のルーティングをバイパスする必要がある場合は、レジストラ側の隣接。
– 隣接側の委任クライアント。
– 登録の有効期限時間。
– 登録のリフレッシュ時間。
– 委任クライアントの連絡先ユニフォーム リソース識別子（URI）情報。隣接の設定によって
は、委任クライアントへのコールを強制的に SBC 経由でルーティングするために、レジスト
ラに送信されるメッセージで URI が書き換えられることがあります。
– 委任クライアントへのネクスト ホップ（レジストラから着信するコールの場合）。
– 委任クライアントの Address of Record（AoR）。
– 失敗を受信した場合の登録の試行回数とリトライ頻度。
• 委任クライアントからのコールは、次のうちのいずれか（優先順になっています）に転送できま
す。

– Service-Route ヘッダー（登録応答に存在する場合）に示されるエンティティ
– レジストラ
• 委任クライアントへのコールでは、委任クライアントを示すように Request URI が書き換えられて
いる必要があります。また、コールは、そのクライアント側の隣接から転送される必要がありま
す。
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制約事項
次に、プロビジョニングされた委任登録機能の制約事項を示します。

• 委任登録の設定は、それぞれ連絡先が 5 人を超えない 1000 人以下の加入者に制限されます。

プロビジョニングされた委任登録のコール フローの説明
エンド ユーザ クライアントを起動すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、クライア
ントの代わりに REGISTER メッセージを作成して、指定されたレジストラに送信します。REGISTER
メッセージには、エンド ユーザ クライアントで設定された連絡先ユニフォーム リソース識別子（URI）
情報がすべて含まれています。
レジストラが REGISTER メッセージに肯定的に応答した場合は、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）はこの事実を格納します。エンド ユーザ クライアント間のコールは、クライアントが自身を
登録した場合と完全に同じように SBC によって扱われます。
レジストラが REGISTER メッセージに否定的に応答する場合があります。たとえば、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）がエラー応答 423「Interval too brief」を受信した場合は、SBC は、設
定されたリトライ間隔の後で REGISTER メッセージの作成を再試行します。Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は、設定された回数このプロセスを繰り返します。それでもエンド ユーザ クラ
イアントが登録に失敗する場合は、ログが作成され、加入者の動作ステータスは
OPER_ACT_FAILED に変更されます。
エンド ユーザ クライアントの登録時間の期限が切れる前に、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、登録処理を再度実行して、登録によって着信側または受信者のアドレス ロケーションを
リフレッシュします。
設定手順とコマンドの詳細については、「暫定委任登録のコマンド」（P.478）を参照してください。

委任登録プロファイルの設定
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SBC が登録を代わりに実行するエンド ユーザ クラ
イアントごとに設定済みの加入者が必要です。ユーザは、設定済みの加入者（「委任された加入者」と
も呼ばれます）ごとにリトライ回数、リトライ間隔、期間、およびバッファのリフレッシュ時間を設定
できます。複数の加入者がすべて、Delegate Registrations（amb_mw_sudb_subscriber）テーブル内に
あるフィールドの同じ非デフォルト値を共有することがあります。加入者ごとに別個の設定を行わなく
ても、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、ユーザは、1 つ以上の加入者に適用できる加
入者プロファイルを設定できます。
委任登録加入者のプロファイルを設定するには、delegate-profile profile-name コマンドを使用します。

暫定委任登録のコマンド
Delegate Registrations テーブルの AdminStatus が AdminStatusUp に設定されている場合は、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、レジストラへの登録を試みます。登録が正常に行われると、
委任デバイスまたはクライアント デバイスは、その他すべての加入者と同じように扱われます。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、指定された時間の間デバイスを登録します。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、指定の設定可能なバッファ時間を使用して、期限が切れる前に登録
を更新します。
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登録（または再登録）が失敗した場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、設定済みの
遅延時間の後で登録を再試行します。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、指定された回数
再試行します。それでも登録が失敗する場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は失敗を
ログに記録して、加入者の動作ステータスを failed に設定します。
暫定委任登録の設定には、次のコマンドが使用されます。

• 委任加入者に適用できる委任クライアント登録プロファイルを設定するには、delegate-profile コ
マンドを使用します。委任プロファイルの設定後に、duration、retry-count、retry-interval、お
よび refresh-buffer を指定するプロファイル パラメータを任意で設定できます。
• 加入者の Address of Record を定義して、委任登録を設定する固有の加入者を定義するには、
subscriber aor コマンドを使用します。加入者には、1 つ以上の SIP 連絡先または URI が関連付け
られている必要があります。

• 加入者の SIP 連絡先 URI を設定するには、sip-contact uri コマンドを使用します。連絡先情報は、
SBC がデバイスを登録できるように Cisco Unified Border Element（SP Edition）をクライアント
デバイス情報でプロビジョニングするために使用されます。delegate-registration hostname コマ
ンドを使用して設定された委任登録ごとに、SIP Contacts テーブル（amb_mw_sudb_local_id）で
1 つ以上の SIP 連絡先または URI を設定する必要があります。
• 委任クライアントの委任登録を設定するには、delegate-registration hostname コマンドを使用し
ます。

• 委任登録加入者に委任登録プロファイルを適用するには、profile コマンドを使用します。
• プロビジョニングされた委任登録をプロビジョニングした加入者を表示するには、show sbc sbc
name sbe sip subscribers コマンドを使用します。
• プロビジョニングされた委任登録が設定されている加入者プロファイルを表示するには、show
sbc sbc name sbe sip delegate-profiles コマンドを使用します。

暫定委任登録の設定
このタスクでは、委任登録加入者のプロファイル、個々のクライアント デバイスに関連付けられた指
定の加入者の委任登録、指定されたクライアント デバイスまたは委任デバイスの委任登録をこの順序
で設定し、委任登録が設定されている加入者と加入者プロファイルを表示します。

手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. delegate-profile profile name
5. duration dur time in secs
6. retry-count #times to retry
7. retry-interval retry time in secs
8. refresh-buffer timeout in secs
9. exit
10. subscriber aor
11. sip-contact uri
12. adjacency adjacency name
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13. exit
14. delegate registration hostname
15. adjacency adjacency name
16. profile my-profile
17. activate
18. end
19. show sbc sbc name sbe sip subscribers delegate
20. show sbc sbc name sbe sip delegate-profiles
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

delegate-profile profile name

例：
Router(config-sbc-sbe)# delegate-profile my
profile

ステップ 5

duration dur time in secs

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate-prof)
# duration 100

ステップ 6

委任登録加入者に適用できる委任またはクライアントの登
録プロファイルを設定できます。プロファイル パラメータ
を設定できる加入者委任プロファイル コンフィギュレー
ション モードを開始します。
プロファイル名は、最大長が 24 文字のストリングです。
委任クライアントが期限切れになることになっている有効
期限時間（SBC が、停止するまでに委任登録の実行を試行
する秒単位の時間）を設定します。
デフォルトの継続時間は 1800 秒です。値の範囲は 1 ～

2,147,483 秒です。

retry-count #times to retry

リトライ間隔が終了した後で SBC が委任登録処理を繰り
返す回数を設定します。

例：

デフォルトは 3 回です。値の範囲は 0 ～ 255 回です。

Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate-prof)
# retry-count 5

ステップ 7

retry-interval retry time in secs

SBC が委任登録を再試行するまで待機する時間を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate-prof)
# retry-interval 60

デフォルトは 30 秒です。値の範囲は 1 ～ 2,147,483 秒で
す。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

480

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）登録機能
プロビジョニングされた委任登録に関する情報

ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

refresh-buffer timeout in secs

SBC が、指定された有効期限時間（duration）までに委任
登録でアドレス ロケーションの更新またはリフレッシュを
試行する時間を設定します。

例：

ステップ 9

Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate-prof)
# refresh-buffer 200

デフォルトは 30 秒です。値の範囲は 1 ～ 2,147,483 秒で
す。

exit

加入者委任プロファイル コンフィギュレーション モード
を終了して、SBE コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-del-prof)# exit

ステップ 10 subscriber aor
例：
Router(config-sbc-sbe)# subscriber
sip:bob@isp.example

ステップ 11 sip-contact uri

個々のクライアント デバイスに関連付けられた指定の加入
者の委任登録を設定します。委任登録のために SIP 連絡先
情報を設定できる subscriber-entry コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

例：

指定された URI IP アドレス ロケーションまたは Address
of Record の SIP 連絡先情報を設定します。
subscriber-contact（SIP）コンフィギュレーション モード

Router(config-sbc-sbe-subscriber-entry)#
sip-contact sip:steve@10.1.1.2

URI は、最大長が 62 文字のストリングです。

ステップ 12 adjacency adjacency name

を開始します。
設定済みの SIP 連絡先の必須のローカル加入者隣接名を設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-contact)#
adjacency CallMgrB

ステップ 13 exit

subscriber-contact（SIP）コンフィギュレーション モード
を終了して、委任登録を設定するために subscriber-entry
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-contact)# exit

ステップ 14 delegate-registration hostname
例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-entry)#
delegate-registration sip:registrar@1.1.1.1

ステップ 15 adjacency adjacency name

指定されたクライアント デバイスまたは委任クライアント
の委任登録を設定して、登録パラメータを設定できる
subscriber-delegate コンフィギュレーション モードを開始
します。
ホスト名は、最大長が 64 文字のストリングです。
レジストラ側の隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate)#
adjacency CallMgrA

ステップ 16 profile profile name

delegate-profile コマンドを使用して以前に作成した委任
登録プロファイルを委任登録加入者に適用します。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate)#
profile my profile
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コマンドまたはアクション
ステップ 17 activate

目的
（必須）委任登録をアクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate)#
activate

ステップ 18 end

subscriber-delegate コンフィギュレーション モードを終了
して、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-subscriber-delegate)# end

ステップ 19 show sbc sbc name sbe sip subscribers delegate
例：

委任登録が設定されている加入者を表示します。delegate
キーワードは、加入者の関連する URI 連絡先情報を表示し
ます。

Router# show sbc mySBC sbe sip subscribers
delegate

ステップ 20 show sbc sbc name sbe sip delegate-profiles

委任登録が設定されている加入者の加入者プロファイルを
表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe sip
delegate-profiles

設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「SIP 高速登録の例」（P.482）
• 「ソフトスイッチ シールドと集約登録の設定例」（P.483）
• 「登録モニタリングの例」（P.488）
• 「暫定委任登録の例」（P.489）
• 「連絡先ユーザ名パス スルーの例」（P.490）
• 「代替連絡先の書き換えの例」（P.491）
• 「Cisco SRP Integrated Access Device（IAD）を使用したソフトスイッチへの登録例」（P.491）

SIP 高速登録の例
QFP SIP Fast-Register（SFX）カウンタを表示するには、show platform hardware qfp active feature
sbc sfx コマンドを使用します。どの SIP REGISTER 要求パケットがルート プロセッサ（RP）にパン
トされるか廃棄されるかを含め、SIP Fast-Register（SFX）メッセージの処理方法に関する情報は、
コールのレートが低い理由や RP CPU の負荷が高い理由を示していることがあります。
次の例は、Cisco QuantumFlow Processor（QFP）での SIP Fast-Register（SFX）メッセージの解析に
関する情報を示しています。
Router# show platform hardware qfp active feature sbc sfx global
SBC QFP SIP Fast Register Data Plane Information
-----------------------------------------------
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SIP 200 OK Replies generated
SIP REGISTER punts :
No table entry
Fast Timer expiry
Expires=0
SIP Syntax Error
QFP Out of Resources
QFP Internal Error
SIP REGISTER drops :
QFP Internal Error
UDP Length Error
UDP Checksum Error

= 0
=
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
0

= 0
= 0
= 0

ソフトスイッチ シールドと集約登録の設定例
次に、集約登録とソフトスイッチ シールドが設定されていることを示す設定例を示します。
sbc test
sbe
sip header-profile myheader
header P-Called-Party-ID entry 1
action pass
adjacency sip sippa
==============================> Adjacency facing IP-PBX
header-profile inbound myheader
header-profile outbound myheader
inherit profile preset-access
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 99.99.103.150
signaling-port 5080
remote-address ipv4 100.100.1.64 255.255.255.255
signaling-peer 100.100.1.64
signaling-peer-port 5080
registration rewrite-register
account sipp-a
registration aggregate
fast-register disable
header-name to passthrough
request-line request-uri rewrite
attach
adjacency sip sippb
==================================> Adjacency facing Registrar
nat force-off
header-profile inbound myheader
header-profile outbound myheader
inherit profile preset-core
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 99.99.103.150
signaling-port 5082
remote-address ipv4 100.100.1.64 255.255.255.255
signaling-peer 100.100.1.64
signaling-peer-port 5082
account sipp-b
registration target address 100.100.1.64
registration target port 5084
fast-register disable
attach
cac-policy-set 1
first-cac-table mytable
first-cac-scope src-adjacency
cac-table mytable
table-type limit adjacency
entry 1
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match-value sippa
max-num-calls 10
action cac-complete
complete
active-cac-policy-set 1
call-policy-set 1
first-call-routing-table src-acc-table
first-reg-routing-table src-acc-table
rtg-src-adjacency-table src-acc-table
entry 1
action complete
dst-adjacency sippb
match-adjacency sippa
entry 2
action complete
dst-adjacency sippa
match-adjacency sippb
complete
call-policy-set 2
active-call-policy-set 1
!
vdbe global
unexpected-source-alerting
media-address ipv4 99.99.103.156
media-timeout 9999
activate
!
Softswitch shielding config
===================
sbc test
sbe
adjacency sip sippa
signaling-address ipv4 99.99.103.150
signaling-port 5080
remote-address ipv4 100.100.1.64 255.255.255.255
signaling-peer 100.100.1.64
signaling-peer-port 5080
registration rewrite-register
account sipp-a
attach
adjacency sip sippb
signaling-address ipv4 99.99.103.150
signaling-port 5082
remote-address ipv4 100.100.1.64 255.255.255.255
signaling-peer 100.100.1.64
signaling-peer-port 5082
account sipp-b
registration outgoing timer 86400
registration target address 100.100.1.64
registration target port 5084
attach
call-policy-set 1
first-call-routing-table src-acc-table
first-reg-routing-table src-acc-table
rtg-src-adjacency-table src-acc-table
entry 1
action complete
dst-adjacency sippb
match-adjacency sippa
entry 2
action complete
dst-adjacency sippa
match-adjacency sippb
complete
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active-call-policy-set 1
!
media-address ipv4 99.99.103.156
media-timeout 9999
activate
!
Router# show sbc test sbe adjacencies sippb detail
SBC Service "test"
Adjacency sippb (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
99.99.103.150:5082
Signaling-peer:
100.100.1.64:5082
Force next hop:
No
Account:
sipp-b
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
100.100.1.64:5084
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Register aggregate:
Disabled
Register Out Interval: 86400 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Client authentication: No
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted-Unencrypted
Signaling Peer Status: Not Tested
Rewrite Request-uri:
Disabled
Registration Monitor: Disabled
DTMF SIP NOTIFY Relay:
Enabled
DTMF SIP NOTIFY Interval: 2000
DTMF SIP default duration: 200
DTMF Preferred Method: SIP NOTIFY

次の例では、隣接「SoftSwitch」でソフトスイッチ シールディングを設定します。
sbc mySbc
sbe
adjacency sip SoftSwitch
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registration outgoing timer <sec>
registration rewrite-register
inherit profile preset-core

次の例は、SBC が次の REGISTER メッセージをソフトスイッチに転送する時間間隔が秒単位で示される
「Register Out Timer:」フィールドを含め、隣接 SoftSwitch の詳細な出力を示しています。
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies SoftSwitch detail
SBC Service "mySbc"
Adjacency SoftSwitch (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
100.100.100.100:5060, VRF Admin
Signaling-peer:
10.10.51.10:5060
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
Register Out Timer:
36000 seconds
Register Aggregate:
Disabled
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
30 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Preferred transport:
UDP
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted
Outbound-flood-rate:
None
Ping-enabled:
No
Signaling Peer Status: Not Tested

次の例では、UNI ネットワーク上のアクセス デバイスの方を向いているためにプリセット アクセス プ
ロファイルが指定されている隣接 Cary-IP-PBX で集約登録をイネーブルにします。正しい順序で入力
された、この設定内の最後の 3 つのコマンドは、集約登録のコール ルーティングが動作できるように
します。
sbc mySbc
sbe
adjacency sip Cary-IP-PBX

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

486

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）登録機能
設定例

registration rewrite-register
inherit profile preset-access
registration aggregate
header-name to passthrough
request-line request-uri rewrite

次の例は、集約登録が「Enabled」になっていることを示す「Register Aggregate:」フィールドを含め、
隣接 Cary-IP-PBX の詳細な出力を示します。
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies Cary-IP-PBX detail
SBC Service "mySBC"
Adjacency Cary-IP-PBX (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
100.100.100.100:5060, VRF Admin
Signaling-peer:
10.10.51.10:5060
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
Register Out Timer:
1800 seconds
Register Aggregate:
Enabled
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
30 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Preferred transport:
UDP
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted
Outbound-flood-rate:
None
Ping-enabled:
No
Signaling Peer Status: Not Tested
Rewrite Request-uri:
Enabled
Registration Monitor: Disabled
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登録モニタリングの例
次に、登録ステートの変更の結果イベント サブスクリプションのモニタリングをイネーブルする例を
示します。
sbc Raleigh-SBC
sbe
adjacency sip Cary-IP-PBX
registration monitor

次の例は、登録モニタリングが「Enabled」になっていることを示す「Registration Monitor:」フィール
ドを含め、隣接 Cary-IP-PBX の詳細な出力を示します。
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies Cary-IP-PBX detail
SBC Service "mySbc"
Adjacency Cary-IP-PBX (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
100.100.100.100:5060, VRF Admin
Signaling-peer:
10.10.51.10:5060
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
Register Out Timer:
1800 seconds
Register Aggregate:
Enabled
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
30 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Preferred transport:
UDP
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted
Outbound-flood-rate:
None
Ping-enabled:
No
Signaling Peer Status: Not Tested
Rewrite Request-uri:
Disabled
Registration Monitor: Enabled

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

488

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）登録機能
設定例

暫定委任登録の例
次の例では、委任登録加入者に適用できる委任登録プロファイルを設定します。
sbc mySbc sbe
delegate-profile my-profile
duration 1000
retry-count 5
retry-interval 60
refresh-buffer 200

次の例では、Subscriber Detail テーブルが存在する加入者と、SIP 連絡先が設定された後で委任登録を
設定できる加入者の SIP 連絡先を設定します。
sbc mySbc
sbe
subscriber sip:bob@isp.example
sip-contact sip:steve@10.1.1.2
adjacency CallMgrB
exit

次の例では、SIP 連絡先情報を設定した後で、指定されたクライアント デバイス アドレス ロケーショ
ンの委任登録を設定します。
sbc mySbc
sbe
subscriber sip:bob@isp.example
sip-contact sip:steve@10.1.1.2
adjacency CallMgrB
=================> client adjacency
exit
delegate-registration sip:registrar@1.1.1.1
adjacency CallMgrA
===========> registrar adjacency
activate

次の例では、委任登録が設定されている加入者を表示します。delegate キーワードは、加入者の関連
する URI 連絡先情報を表示します。
Router# show sbc mySBC sbe sip subscribers delegate
0
1
2
3 4
5
6
7
012345789012345789012345789012345789012345789012345789012345789012345789

AOR:
sip:steve1.cisco.com
Subscriber Location[s]: sip:contact@cisco.com -> CallMgrC
sip:contact2@cisco.com -> CallMgrD
Registrar adj:
CallMgrA
Registrar:
sip:myreg@172.18.52.148
Register Duration:
1800
Register Retries:
3
Retry Interval:
30
Refresh Buffer:
30
Time left:
0 days

次の例では、委任登録が設定されている加入者の加入者プロファイルを表示します。
Router# show sbc mySBC sbe sip delegate-profiles
0
1
2
3 4
5
6
7
012345789012345789012345789012345789012345789012345789012345789012345789
Delegate Profiles:
-------------------------------------------------Profile
= steve
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Duration (secs)
= 1800
Retry Count
= 3
Retry Interval (secs) = 30
Refresh Buffer (secs) = 30
--------------------------------------------------

連絡先ユーザ名パス スルーの例
次に、連絡先のユーザ名部分を変更せずに通過させることを示す単一の連絡先を使用した例を示しま
す。
adjacency sip SIPP1Reg
group SIPP1Reg
inherit profile preset-core
signaling-address ipv4 192.168.101.1
statistics-setting summary
signaling-port 5060 5062
remote-address ipv4 192.168.101.12 255.255.255.255
signaling-peer 192.168.101.12
signaling-peer-port 7068
registration target address 192.168.101.12
registration target port 7069
registration contact username passthrough
attach

次に、同じ加入者を複数回登録するフローの例を示します。例では、複数の連絡先を登録する
REGISTER 要求シーケンスの動作方法を示しています。この例では、Contact ヘッダーを除くすべて
のヘッダーが要求から除外されること、およびレジストラ側の隣接のシグナリング ポートの範囲が
5060 ～ 5063 である（これは、4 つのローカル ポートが使用可能であることを意味します）ことが想定
されています。
ステップ 1

番号が 5551234 の 2 つの連絡先アドレスを登録する REGISTER を受信します。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip:bob@1.1.1.1>
Contact: <sip:robert@1.1.1.1>

ステップ 2

SBC は、連絡先アドレスとポートを書き換えてこの REGISTER をレジストラに転送します。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip:bob@192.168.101.1:5060>
Contact: <sip:robert@192.168.101.1:5061>

ステップ 3

重複するユーザ名「bob」を持つ別のエンドポイントを登録する、番号が 5551234 の別の REGISTER
を受信します。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip:bob@2.2.2.2>

ステップ 4

SBC はこれをレジストラに転送し、ユーザ名をそのまま再度通過させます。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip:bob@192.168.101.1:5062>

ステップ 5

3 番めのエンドポイントは同じ番号を登録します。このエンドポイントは、Contact フィールドに非常
に長い連絡先名を指定します。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip:this_is_an_extremely_long_contact_username@2.2.2.2>
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ステップ 6

SBC は、この要求をレジストラに転送し、ユーザ名を書き換えます。これは、このユーザ名が最大パ
ススルー長（32）を超えているためです。
REGISTER sip:5551234@1.2.3.4 SIP/2.0
Contact: <sip: 6e83bca53a48bd629a153a93ff8f4af1@192.168.101.1:5063>

代替連絡先の書き換えの例
次の例では、SBC の代替連絡先の書き換え機能を設定する方法を示します。
sbc test
sbe
adjacency sip core-side-1
force-signaling-peer
nat force-off
inherit profile preset-core
signaling-address ipv4 9.9.9.1
remote-address ipv4 10.0.49.78 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.49.78
registration target address 10.0.49.78
registration target port 5060
registration contact username rewrite userid-and-numeric
attach
adjacency sip core-side-2
force-signaling-peer
nat force-off
inherit profile preset-core
signaling-address ipv4 9.9.9.2
remote-address ipv4 10.0.49.76 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.49.76
registration target address 10.0.49.76
registration target port 5060
registration contact username rewrite numeric
attach

Cisco SRP Integrated Access Device（IAD）を使用したソフトスイッ
チへの登録例
次の例では、Cisco SRP Integrated Access Device（IAD）を使用して、加入者をソフトスイッチに登録
する方法を示します。
次の例では、隣接で IP レルムを使用します。IP レルムについては、「IP レルムのサポート」を参照し
てください。
sbc interop
sbe
adjacency sip srp
nat force-on
inherit profile preset-access
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 10.3.127.1
statistics method summary
signaling-peer 0.0.0.0
registration rewrite-register
realm customer.com
attach
adjacency sip meta
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nat force-off
inherit profile preset-core
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 99.109.206.106
statistics method summary
signaling-peer sig.trav.demo.softswitch.com
registration target address sig.trav.demo.softswitch.com
registration target port 5060
fast-register disable
header-name To passthrough
header-name From passthrough
realm sig.trav.demo.softswitch.com
attach
call-policy-set 1
first-call-routing-table crtab1
first-reg-routing-table crtab1
rtg-src-adjacency-table crtab1
entry 1
action complete
dst-adjacency meta
match-adjacency srp
entry 2
action complete
dst-adjacency srp
match-adjacency meta
complete
active-call-policy-set 1
!
!
!
media-address ipv4 10.3.127.1 realm customer.com
media-address ipv4 99.109.206.106 realm sig.trav.demo.softswitch.com
activate
!
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SIP メッセージの操作
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接で着信 SIP メッセージを選択的に検査し、操作す
るように設定できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）での SIP ヘッダー操作の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4

Cisco IOS XR に、SIP ヘッダー プロファイル、SIP 方式プロファイ
ル、パラメータ プロファイル、応答コードマッピング、SIP ヘッダー
操作、および暫定応答フィルタリング機能が、統合モデルのサポート
とともに追加されました。

Cisco IOS XE Release 2.5

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに次の機能が追加されました。
• ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入す
る機能。

• Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの SIP ヘッダー操作の強化機能。
• SIP ヘッダー操作機能の一部として、P-KT-UE-IP ヘッダー（プラ
イベート ヘッダー タイプ）をサポート。

Cisco IOS XE Release 2.6

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでは、次の SIP ヘッダー操作機能が、
新しい CLI でイネーブルになりました。
• ユーザ名パラメータの解析
• Expires ヘッダーの抑制

Cisco IOS XE Release 3.1S

• カスタマー P-Asserted-Identity の設定
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに次の機能が追加されました。
• SIP Destination ID
• SIP Source ID
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Cisco IOS XE Release 3.2S

SBC は、Request-URI のホスト名を使用してコールのコールポリシー
ルーティングをサポートします。コールは、Request-URI にユーザ名
がない場合でもルーティングされます。
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに PUBLISH メソッド機能の Event
ヘッダーが追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.3S
Cisco IOS XE Release 3.4S

SIP メッセージの編集機能が追加されました。
スクリプトベースのエディタを使用して SDP を編集する機能が追加さ
れました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「プロファイル使用による SIP メッセージの編集」（P.495）
• 「エディタの使用による SIP メッセージの編集」（P.553）
• 「スクリプトベースのエディタの使用による SDP の編集」（P.574）
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プロファイル使用による SIP メッセージの編集
ここでは、次の SIP プロファイルに関する情報について説明します。

• 「SIP プロファイルについて」（P.495）
• 「メソッド プロファイル」（P.496）
• 「応答コード マッピング」（P.503）
• 「ヘッダー プロファイル」（P.506）
• 「暫定応答フィルタリング」（P.523）
• 「パラメータ プロファイル」（P.526）
• 「ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入する機能」（P.532）
• 「SIP プロファイルの設定例」（P.535）

（注）

Release 3.3S 以降は、エディタの概念が導入されました。エディタは、対応するプロファイルの拡張
バージョンです。「エディタの使用による SIP メッセージの編集」（P.553）以降では、プロファイルが
すべてエディタに置き換えられました。たとえば、メソッド プロファイルはメソッド エディタと呼ば
れます。

SIP プロファイルについて
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は次の SIP プロファイルを操作できます。
• メソッド プロファイル
• ヘッダー プロファイル
• パラメータ プロファイル
メソッド プロファイルを使用すると、ヘッダー プロファイルとパラメータ プロファイルの、メソッド
プロファイルに含まれているメソッド エレメントへの関連付けができます。メソッド プロファイルと
ともにアクションを使用して、ブラックリストのヘッダーをホワイトリストに含ませたり、ホワイトリ
ストのヘッダーをブラックリストに含ませたり、non-vital メソッドを拒否したりできます。これによ
り、プロファイルごとの混合アクションをプロファイルに含ませることが可能になります。
ヘッダー プロファイルを使用すると、条件式に基づくアクションを使用して、既存のホワイトリスト
およびブラックリストの機能以上の複雑なヘッダー操作を実行できます。
ヘッダー プロファイルは、さらにプロファイルに含まれているヘッダー エレメントのパラメータ プロ
ファイルを関連付けできます。
変数を使用してヘッダーの内容を保存した後、その保存された変数を使用してヘッダーを再構築できま
す。また、ヘッダーを正規表現で照合できます。条件一致を使用して、隣接設定、転送アドレス、およ
びいくつかの Boolean 一致基準との一致が可能です。また、ヘッダー プロファイルを使用すると、
request-line を参照したり、限定的に変更したりできます。
ヘッダー プロファイルは条件的にヘッダーの任意の場所と一致できますが、ヘッダー全体だけとしか置
換できません。SIP パラメータ プロファイルでは、この機能が拡張されて、ヘッダーに関連付けられて
いる個別の SIP Request Uniform Resource Identifier（URI）パラメータを変更できるようになっていま
す。
パラメータ プロファイルを使用すると、vital ヘッダー内の特定の URI パラメータを削除、置換、また
は追加できます。
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また、メソッドごとの request-line 処理だけのために、パラメータ プロファイルをメソッド プロファ
イル内のメソッドに関連付けできます。
複数の store-rule、request-line、およびヘッダー エントリをそれぞれ、独自のアクションやアクション
が適用される条件で設定できます。図 1 に、隣接、メソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、
およびパラメータ プロファイルの階層的な関連付けを示します。点線は、パラメータ プロファイルの
メソッド プロファイルへの関連付けの非推奨の方法を示します。
図 1

SIP プロファイル

SIP 㓞ធ
ࡋ࠶࠳ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ ࠗࡦࡃ࠙ࡦ࠼
ࡋ࠶࠳ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ ࠕ࠙࠻ࡃ࠙ࡦ࠼
ࡔ࠰࠶࠼ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ ࠗࡦࡃ࠙ࡦ࠼
ࡔ࠰࠶࠼ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ ࠕ࠙࠻ࡃ࠙ࡦ࠼

ࡔ࠰࠶࠼ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞

ࡔ࠰࠶࠼

ࡋ࠶࠳ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞

ࡔ࠰࠶࠼
store-rule

ࡄࡔ࠲ ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞

request-line

ࡄࡔ࠲

ࡔ࠰࠶࠼

ࡄࡔ࠲
ࡋ࠶࠳
ࡄࡔ࠲
ࡋ࠶࠳

277090

ࡋ࠶࠳

メソッド プロファイル
SIP メソッドは、メッセージの受信（入力）およびメッセージの送信（出力）の実行時に動的にブラッ
クリストやホワイトリストにすることが可能です。
設定済みのメソッド プロファイルを使用すると、non-vital 要求に対して 2 種類のメソッド プロファイ
ルが可能です。これらは、ブラックリスト（廃棄）またはホワイトリスト（パス）になります。コマン
ド ラインに「ブラックリスト」がない場合は、ホワイトリスト アクションはメソッドのデフォルト タ
イプと見なされます。
メソッド プロファイルには、パスした（ホワイトリスト）または廃棄された（ブラックリスト）メ
ソッドのリストが含まれます。単一のプロファイルは、その後、インバウンド コール側またはアウト
バウンド コール側に関連付けできます。
メソッド プロファイルは、事前定義されたヘッダー プロファイルに関連付けできます。さらに、事前
定義されたパラメータ プロファイルは、メソッドごとの request-line に関連付けできます。
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メソッド プロファイルでは vital メソッドをブラックリストまたはホワイトリストにできませんが、
ヘッダー プロファイルおよびパラメータ プロファイルは vital メソッドに関連付けできます。
ステータス コード マッピングは、このメソッドで特定される応答を変更できるように、メソッド プロ
ファイル内で宣言されたどのメソッド タイプにも関連付けできます。たとえば、INVITE への 503 応
答は、INVITE メソッドに対して適切なマッピングが宣言されている場合は、500 応答に変更される可
能性があります。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「メソッド プロファイルの設定に関する制約事項」（P.497）
• 「メソッド プロファイルに関する情報」（P.497）
• 「メソッド プロファイルの設定」（P.498）
• 「メソッド プロファイルの適用」（P.501）

メソッド プロファイルの設定に関する制約事項
メソッド プロファイルに関する次の制約事項を確認してください。

• すべてのプロファイルは、ホワイトリストまたはブラックリストのいずれかである必要がありま
す。

• すべての SIP メッセージを処理するために、2 つのプロファイルが適用されます。1 つはインバウ
ンドで、もう 1 つはアウトバウンドです（許可された場合）。
• プロファイルでチェックされるのは、リクエスト ユニフォーム リソース識別子（URI）の SIP メ
ソッドだけです。

• ブラックリスト内の必須でない SIP 要求は、メソッド プロファイル ルールの結果として拒否され
ます。SIP 応答は常に転送されます。
• プロファイル ルールの結果として転送される、Cisco Unified Border Element（SP Edition）に既
知のメソッドはすべて、SIP 対話の作成や削除に影響を及ぼしません。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）の操作に必須のメソッドはブラックリストに追加され
ず、暗黙的にホワイトリストに追加されます。

• 1 つ以上の隣接によって使用中のプロファイルは削除できません。
• non-Information Management System（IMS）プリセットの場合は、デフォルトのメソッド プロ
ファイル（SIP メソッド プロファイルのデフォルト）があります。デフォルトのメソッド プロ
ファイルは、設定されると、インバウンドとアウトバウンドの両方について設定されたユーザ定義
のメソッド プロファイルがない隣接に接続されます。SIP メソッド プロファイルのデフォルトは、
空のホワイトリストです。

メソッド プロファイルに関する情報
プロファイルの設定後、そのプロファイルをデフォルト アプリケーション用に設定できます。SIP 隣接
の場合は、その隣接用のシグナリングにプロファイルを適用できます。

（注）

プロファイルは設定のオプション部分であり、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を正しく動
作させるために指定する必要はありません。デフォルトの動作では、必須メソッドのいずれかの要求が
処理され、他のすべての要求は拒否されます。
プロファイルからのメソッドへの追加や削除は、いつでも実行できます。各メソッドには、オプション
として action コマンドで 3 つのアクションのいずれかを割り当てできます。
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• メソッドを pass または reject する。
• as-profile アクションを使用してデフォルト プロファイルのブラックリストまたはホワイトリスト
を選択する。
プロファイルは、1 つ以上の隣接に使用されている間は削除できません。どの隣接がプロファイルを使
用しているか確認するには、次の show コマンドを入力します。
show sbc sbc-name sbe sip method-profile [profile-name]
or
show sbc sbc-name sbe sip essential-methods

表 1 に、必須メソッド セットに含まれるメソッドの一覧を示します。
表 1

必須メソッド

INVITE

PRACK

ACK

NOTIFY

CANCEL

REFER

BYE

SUBSCRIBE

REGISTER
request-line 内のパラメータを変更するには、パラメータ プロファイルをメソッド プロファイルに関連
付けます。

Cisco IOS XE Release 2.4 以降には、次の機能が含まれています。
• 事前定義されたヘッダー プロファイルを送信メソッド プロファイルに関連付けできる。
• 事前定義されたパラメータを、メソッドごとに request-line に関連付けできる。

（注）

メソッド プロファイルがブラックリストやホワイトリストの必須メソッドに許可されなくて
も、ヘッダー プロファイルとパラメータ プロファイルを必須メソッドに関連付けできる。

• 応答コード マッピングは、このメソッドで特定される応答を変更できるように、メソッド プロ
ファイル内で宣言されたどのメソッド タイプにも関連付けできます。たとえば、INVITE への 503
応答は、INVITE メソッドに対して適切なマッピングが宣言されている場合は、500 応答に変更さ
れる可能性があります。

メソッド プロファイルの設定
手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip method-profile profile-name
5. description description
6. blacklist
7. pass-body
8. method name
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9. action {as-profile | pass | reject}
10. end
11. show sbc sbc-name sbe sip method-profile [profile-name]
12. show sbc sbc-name sbe sip essential-methods
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

方式のプロファイルを設定するサブモードを開始します。

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

ステップ 5

sip method-profile profile-name

メソッド プロファイルを設定し、SIP メソッド プロファイ
ル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile
profile1

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。

description description

特定のプロファイルの記述を追加します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、説明は削除されま
す。

Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# description
mysbc profile1

ステップ 6

blacklist

ブラックリストのプロファイルを設定します。このコマン
ドの no 形式を使用すると、ホワイトリストのプロファイ
ルが設定されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# blacklist

ステップ 7

この記述は、このプロファイルに対して show コマンドを
使用すると表示されます。また、すべてのプロファイルの
サマリーを表示する場合にも、各プロファイルにこの記述
が使用されます。

（注）

デフォルトでは、プロファイルはホワイトリスト
です。

pass-body

このプロファイルが受け入れた non-vital メソッドに対し
て、メッセージ本文がパススルーすることを許可します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、このプロファイル
が一致させる non-vital SIP メッセージからメッセージ本文
が除去されます。

Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# pass-body

（注）

non-vital メソッドは必須でないメソッドと同じで
す。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

method name

指定された名前のメソッドをプロファイルに追加します。
SBE メソッド プロファイル エレメント コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method test

このフィールドには、1 ～ 32 文字以内の長さの名前を入力
できます（大文字と小文字は区別されません）。
このコマンドの no 形式を使用すると、その名前のメソッ
ドがプロファイルから削除されます。

ステップ 9

action {as-profile | pass | reject}

パラメータに対して実行されるアクションを指定します。

as-profile はメソッドを廃棄します。
例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)# action
as-profile

ステップ 10

pass はメソッドをパスします。
reject はメソッドを拒否します。
SBE メソッド プロファイル エレメント コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe sip method-profile
[profile-name]

指定した名前のメソッド プロファイルに関する詳細情報を
表示します。

例：

default を使用します。

デフォルト プロファイルを確認する場合は、profile-name

Router# show sbc mysbc sbe sip-method-profile
profile1

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe sip essential-methods

プロファイル名を指定しない場合は、設定されているすべ
てのメソッド プロファイルのリストを表示します。
表 1（P.498）に記載されている、必須メソッドの一覧を表
示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip
essential-methods

メソッド プロファイルのコンフィギュレーションの削除
次に、隣接に適用したメソッド プロファイルのコンフィギュレーションを削除する正しいシーケンス
の例を示します。プロファイルへの参照は、すべての隣接から最初に削除する必要があります。この例
では、1 つの隣接だけがプロファイルを参照しています。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. no method-profile inbound profile-name
6. exit
7. no sip method-profile profile name
8. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

方式のプロファイルを設定するサブモードを開始します。

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj1

ステップ 5

no method-profile inbound profile-name

隣接テストのインバウンド シグナリングに使用された
profile1 のコンフィギュレーションを削除します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no
method-profile inbound profile1

ステップ 6

SBE SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了し、
SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

no sip method-profile profile name

このコマンドの no 形式を使用すると、その名前のメソッ
ドがプロファイルから削除されます。

例：
Router(config-sbc-sbe)# no sip method-profile
profile1

ステップ 8

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

メソッド プロファイルの適用
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
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4. adjacency sip adjacency-name
5. method-profile inbound profile-name
6. end
7. show sbc sbc-name sbe sip method-profile name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip test

ステップ 5

method-profile inbound profile-name

profile1 を、隣接テストのインバウンド シグナリングに使
用されるように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile
inbound profile1

ステップ 6

（注）

メソッド プロファイルを隣接に接続する場合は、
その隣接が「非接続」のステートである必要があ
ります。

ヘッダー プロファイル モードを終了し、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe sip method-profile name

ヘッダー プロファイル情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip method-profile
one
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応答コード マッピング
応答コード マッピングは、メッセージが Cisco Unified Border Element（SP Edition）をトラバースす
るときに SIP 応答コードを操作する機能を提供します。マッピング テーブルは、SIP 隣接で受信され
たインバウンド メッセージ、または SIP 隣接から送信された応答に適用されます。マッピングは SIP
メソッドごとにユーザが定義可能であり、各 SIP メソッドを個別にマッピングできるようになっていま
す。表 1 に、SIP 応答コードに関するマッピングの制約事項を示します。

応答コード

マッピング

100

マッピング不可

1xx

1yy（100 を除く）にマッピング

2xx

2yy にマッピング

3xx

3yy にマッピング

4xx

4yy、5yy、または 6yy にマッピング

5xx

4yy、5yy、または 6yy にマッピング

6xx

4yy、5yy、または 6yy にマッピング

応答コード マッピングでは、次のことを実行できます。

• 特定の応答コードから特定の応答コードへのマッピング。たとえば、401 から 400 へのマッピング
は可能で、401 から 300 へのマッピングは不可。102 から 101 へのマッピングは可能で、102 から
100 へのマッピングは不可。
• 1 グループの（ワイルドカードを使用して定義された）応答コードから特定の応答コードへのマッ
ピング。たとえば、40X から 400、または 4XX すべてから 400 へのマッピングが可能。
• ワイルドカードの例外の指定。たとえば、2XX から 201 へのマッピング、および 200 から 200 へ
のマッピング。

map-status-code コマンドを使用すると、1 つ以上のマッピングを追加できます。
コンフィギュレーションによって応答コードが、RFC 3261 で定義されていない応答コードにマッピン
グされた場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は理由フレーズ「Unrecognized status
code」を適用します。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「応答コードのマッピングに関する制約事項」（P.503）
• 「応答コード マッピングの適用」（P.505）

応答コードのマッピングに関する制約事項
応答コードのマッピングには次の制約事項が適用されます。

• 応答コードのマッピングは、SIP 応答コードのマッピングだけを対象とします。H.323 コールは、
応答コードをマッピングできません。

• メッセージによっては SIP Transaction Manager だけに処理されるものもありますが、その場合は
メッセージのマッピングができません。たとえば、正しい形式でないメッセージは変換できず、
SIP Transaction Manager によって直接応答されます。
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• SIP 理由フレーズのマッピングに関するプロビジョンはありません。RFC 3261 で定義されている
ように、理由フレーズは常に理由コードと一致します。一般的な理由フレーズは、要求された理由
コードに RFC 3261 の対応する定義がない場合に適用されます。このフレーズはコンパイル時定数
です。

• 応答コードを変更するとメッセージが無効になる可能性があります（たとえば、応答コードをマッ
ピングするとメッセージの必須のヘッダーが失われる場合があります）。新しい応答コードに必須
のヘッダーがメッセージに含まれるようにするためのプロビジョンはありません。

• 隣接ごとの各方向に最大 128 のマッピング（128 のインバウンド マッピングおよび 128 のアウト
バウンド マッピング）が許可されます。

応答コードのマッピングの設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip method-profile profile-name
5. method name
6. map-status-code
7. range statuscoderange value statuscodevalue
8. end
9. show sbc sbc-name sbe sip method-profile [profile-name]
10. show sbc sbc-name sbe sip essential-methods
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

方式のプロファイルを設定するサブモードを開始します。

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sip method-profile profile-name

メソッド プロファイルを設定します。

Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile
profile1

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。

method name

指定された名前のメソッドをプロファイルに追加します。

例：

このフィールドには、1 ～ 32 文字以内の長さの名前を入力
できます（大文字と小文字は区別されません）。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method test

ステップ 6

このコマンドの no 形式を使用すると、その名前のメソッ
ドがプロファイルから削除されます。

SIP メソッド プロファイル エレメント コンフィギュレー

map-status-code

ション モードを開始します。
例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)#
map-status-code

ステップ 7

range statuscoderange value statuscodevalue

ある範囲の応答コードを 1 つの応答コードにマッピングし
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele-map)# range
5XX value 500

ステップ 8

メソッド プロファイル モードを終了し、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-prf)# end

ステップ 9

show sbc sbc-name sbe sip method-profile
[profile-name]

指定した名前のメソッド プロファイルに関する詳細情報を
表示します。

例：

デフォルト プロファイルを確認する場合は、profile-name
default を使用します。

Router# show sbc mysbc sbe sip-method-profile
profile1

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe sip essential-methods

プロファイル名を指定しない場合は、設定されているすべ
てのメソッド プロファイルのリストを表示します。
表 1（P.498）に記載されている、必須メソッドの一覧を表
示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip
essential-methods

応答コード マッピングの適用
応答コードを隣接に関連付けることによって、応答コードのマッピングを適用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
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4. adjacency sip adjacency-name
5. method-profile inbound profile-name
6. end
7. show sbc sbc-name sbe sip method-profile name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip test

ステップ 5

method-profile inbound profile-name

profile1 を、隣接テストのインバウンド シグナリングに使
用されるように設定します。

例：

（注）

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile
inbound profile1

ステップ 6

メソッド プロファイルを隣接に接続する場合は、
その隣接が「非接続」のステートである必要があ
ります。

ヘッダー プロファイル モードを終了し、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe sip method-profile name

ヘッダー プロファイル情報を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip method-profile
one

ヘッダー プロファイル
ヘッダー プロファイル処理は、2 段階のプロセスで行われます。最初の段階では次の手順が実行されま
す。

1. メッセージから次のヘッダーを選択する。
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2. ヘッダー プロファイルに、選択したヘッダーに影響を及ぼすルールがないか調べる。
3. 設定された順序で、各ルールをヘッダーに適用してみる。
4. アクションがヘッダーの追加である場合は、このルールを無視して次に進む。
5. 一致条件が false の場合は次のルールに進み、どのパラメータ プロファイルも評価しない。
6. エレメント内に記述されているアクションまたはパラメータ プロファイルを適用する。アクショ
ンがヘッダーの削除である場合は、メッセージ内の次のヘッダーに進む。

2 番めの段階では新しいヘッダーがメッセージに追加されます。これは最初の段階の後に実行されるた
め、メッセージ内にあるヘッダーのグループは十分に定義されています。手順は次のとおりです。

1. ヘッダーをメッセージに追加する各ルールを取得する。
2. アクションがヘッダーの最初のインスタンスだけを追加することで、メッセージ内にその名前の
ヘッダーがすでにある場合は、さらに次のルールに進む。

（注）

別のアクションがヘッダー名を置換した場合、新しいヘッダーを追加する必要があるかど
うかを検査するために使用されるのは、その置換された名前になります。つまり、段階 1
で実行された置換されたヘッダー名が、ヘッダー名を比較するこの段階で使用されるので
あり、到着するメッセージの元のヘッダー名ではありません。

3. 一致条件が true と評価された場合はヘッダーを追加する。
4. ユーザが設定したこの名前の順序で、そのヘッダーに定義されているすべてのルールを適用する。
ヘッダーが追加されている場合は、追加ヘッダー ルールの後に命令されたルールだけを適用する。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「ヘッダー プロファイル設定に関する制約事項」（P.507）
• 「ヘッダー プロファイルについて」（P.508）
• 「ヘッダー操作」（P.508）
• 「ヘッダー プロファイルの設定情報」（P.515）
• 「ヘッダー プロファイルの設定」（P.515）
• 「ヘッダー プロファイルの適用」（P.517）

ヘッダー プロファイル設定に関する制約事項
ヘッダー プロファイルに関する次の制約事項を確認してください。

• すべてのプロファイルは、ホワイトリストまたはブラックリストのいずれかである必要がありま
す。

• すべての SIP メッセージを処理するために、2 つのプロファイルが適用されます。1 つはインバウ
ンドで、もう 1 つはアウトバウンドです（許可された場合）。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）の動作に必須の SIP ヘッダーはブラックリストに追加
できず、暗黙的にホワイトリストに追加されます。

• 1 つの隣接によって使用中のプロファイルは削除できません。
• 暫定フィルタリングの場合は、送信者が信頼できる暫定応答（SIP 100rel）を要求すると暫定応答
がブロックされない場合があります。これは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が暫定
応答の廃棄により（RFC3262 に従い）コール設定に干渉しないようにするためのものです。
• ヘッダー プロファイルの条件一致は、メッセージ内のすべての部分に対して実行されます。照合
は、完全一致、または指定されたフィールドのサブストリングでも可能です。
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• 条件はヘッダー プロファイルのヘッダー定義によって参照される特定のヘッダーに関連付けられ
る場合がありますが、条件式を評価するためにメッセージ内にある他の non-vital の部分も参照で
きます。したがって、条件は、コール情報ヘッダーの内容を確認しながらヘッダー
P-Asserted-Identity に関連付けられる可能性があります。

ヘッダー プロファイルについて
プロファイルの設定後、そのプロファイルをデフォルト アプリケーション用に設定できます。SIP 隣接
の場合は、その隣接用のシグナリングにプロファイルを適用できます。
プロファイルからのヘッダーへの追加や削除は、いつでも実行できます。プロファイルで設定された
ヘッダーには、SIP ヘッダーに対して有効な文字が含まれている必要があります。
プロファイルは、隣接に使用されている間は削除できません。どの隣接がプロファイルを使用している
か確認するには、次の show コマンドを入力します。
show sbc sbc-name sbe sip method-profile [profile-name]
or
show sbc sbc-name sbe sip essential-methods

表 2 に、プロファイルで設定できない一定のセットの必須 SIP を示します。
表 2

（注）

必須 SIP ヘッダー

To

Content-Type

Expires

Route

Referred-By

From

Content-Length

Min-Expires

Record-Route

Referred-To

Via

Contact

Authorization

Proxy-Authorization

Call-ID

Supported

WWW-Authenticate Proxy-Require

CSeq

Require

Proxy-Authenticate

Replaces

Max-Forwards

Allow

Event

Subscription-State

プロファイルは、コンフィギュレーションのオプションの部分になります。指定された SIP 信号に適用
できるプロファイルがない場合は、必須ヘッダーが処理され、他のすべてのヘッダーは転送されませ
ん。

ヘッダー操作
ヘッダー プロファイルおよびパラメータ プロファイルを使用して、SIP メッセージ内の必須でない
ヘッダーを変更できます。次に、サポートされるアクションについて簡単に説明します。

• ヘッダーを変更せずにパスする（ホワイトリスト機能）。
• ヘッダーを変更せずに条件付きでパスする。
• ヘッダーを削除する（ブラックリスト機能）。
• ヘッダーを条件付きで削除する。
• ヘッダー名を置換する。置換名は vital ヘッダーの名前にできません。
• ヘッダーの内容を条件付きで置換する（「:」の後に表示）。
• ヘッダーの新しいインスタンスを、メッセージ内にそのヘッダーがすでにあるかどうかにかかわら
ず、メッセージに追加する。
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• ヘッダーの新しいインスタンスを、メッセージ内にその名前のヘッダーがまだ存在していない場合
はメッセージに追加する。

• 上記のアクションを組み合わせて、一組のグループのアクションとして指定し、プロファイル内で
実行させることができる。

• ヘッダー プロファイルをメソッド プロファイル内で使用して、ヘッダー アクションを特定の種類
の要求だけと関連付けできる。

• パラメータ プロファイルをヘッダー プロファイルのヘッダーに関連付けできる。
• ヘッダーの内容は変数に保存し、後で replace-value アクション中に展開できる。
• Privacy ヘッダーは未知のヘッダーとして扱われ、デフォルトではブラックリストに載せられる
（除去される）。ただし、SIP Privacy ヘッダーがパススルーされるように SBC を設定できます。
• 正規表現との一致は、ヘッダーに対して実行できる。
ヘッダー内のすべての部分を一致対象にできますが、ヘッダー全体の置換しかできません。パラメータ
プロファイルではこの機能が拡張されて、ヘッダーに関連付けられた個別の SIP URI パラメータを変
更できるようになっています。ヘッダー プロファイルは、non-vital ヘッダー情報だけを変更できます。
vital ヘッダー情報を表示するには、show sbc test sbe sip essential-method、show sbc test sbe sip
essential-headers、または show sbc test sbe sip essential-parameters コマンドを使用します。
パラメータ プロファイルを指定すると、メッセージの次の部分を一致対象にできます。

• Request URI
• To
• From
• Contact

request-line 内のパラメータを変更するには、パラメータ プロファイルをメソッド プロファイルに関連
付けます。Contact、To、または From ヘッダー内のパラメータを変更するには、パラメータ プロファ
イルをヘッダー プロファイルに関連付けます。

PUBLISH メソッドの Event ヘッダー
RFC3903 に従って、SIP PUBLISH 要求は Event ヘッダーを含んでいる必要があります。Cisco IOS
XE Release 3.2S よりも前のリリースでは、SBC は既存のメッセージ処理フレームワークを使用して
PUBLISH メソッドをパススルーできましたが、Event ヘッダーはパススルーできませんでした。その
ため、SBC を介して PUBLISH サービス（Event ヘッダーを含む）を使用しようとするとブロックさ
れる場合がありました。

Cisco IOS XE Release 3.2S 以降では、SBC は既存のメッセージ処理フレームワークを使用して、
Event ヘッダーを含む PUBLISH メソッドをパススルーできます。継承プロファイルによってアクセス
されるプリセットのヘッダー処理は、Event ヘッダーに渡すように変更されます。
PUBLISH メソッド機能の Event ヘッダーは、SUBSCRIBE、REFER、および NOTIFY メソッドの動
作には影響しません。Event ヘッダーは変更されずにパススルーされます。他のすべてのメソッドの場
合、Event ヘッダーは通常処理されます。

ヘッダー プロファイルの条件一致
ヘッダー操作を可能にする場合は、ヘッダー アクションが適用されるルールを指示するために一組の
条件を指定できます。条件一致では、メッセージ内のすべての部分に対して比較を実行できます。照合
は、完全一致、または指定されたフィールドのサブストリングでも可能です。
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条件は、ヘッダー プロファイルのヘッダー定義が参照する特定のヘッダーに関連付けできますが、同
様に、条件式を評価するためにメッセージ内の他の non-vital な部分も参照できます。

（注）

条件（条件式）がない場合は、アクションが常に true になる条件を意味します。
各条件は、操作するメッセージの一部、および実行する動作を表します。条件は、次の方法で定義でき
ます。

condition comparison-type operator comparison-value
または

condition boolean-operator operator {true | false}
Example:
condition header-value contains “Cisco”
condition is-request eq true

表 3 に比較タイプを示します。
表 3

比較タイプ

status-code

応答コード値

header-value

現在のヘッダーの内容

header-name name header-value

異なるヘッダーの内容

variables

変数の内容の一致

adjacency

隣接の設定の一致

transport

転送アドレスまたは転送ポートの一致

header-uri

URI の一部（ユーザ名）の一致

request-uri

Request-URI の一部（ユーザ名）の一致

word

スタティック ストリングの一致

表 4 に演算子を示します。
表 4

演算子

[not] eq

等しい、または等しくない

[not] contains

含む、または含まない

[not] regex-match

正規表現一致（BRE）

store-as

store-rule だけ

表 5 にブール演算子を示します。
表 5

ブール演算子

is-sip-uri

ヘッダーに sip: URI が含まれているか

is-tel-uri

ヘッダーに tel: URI が含まれているか

is-request

メッセージは要求

is-100rel-required

コールが 100rel を実行しているか

is-defined

変数が定義されているかを検査
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条件一致に関して次の制約事項が適用されます。

• 同じヘッダーに対して、固有のアクションおよび条件を含む複数の条件式を追加でき、これにより
複雑な操作を構成できます。

• 各条件は、1 つずつ入力する必要があります。既存の条件に次の条件を加える場合、その条件は
「and」または「or」で始まる必要があります。条件に「and」または「or」が含まれていない場合
は、定義済みの条件が実質的に上書きされます。

• ヘッダー プロファイルのコマンド ライン定義にプロファイル タイプが明示的に表現されてない場
合は、想定されるヘッダー プロファイル タイプは「ホワイトリスト」になります。

• 同じタイプの複数のヘッダーは、異なるアクション タイプまたは条件のいずれかを定義している 1
つのプロファイル内で宣言できます。

• 1 つのプロファイルにワイルドカード ヘッダー エントリは 1 つしか設定できませんが、文字「*」
はワイルドカード ヘッダーとして使用できます。

• 異なるアクションまたは条件を持つ重複したヘッダー名は、コマンド ラインの「entry <integer>」
パラメータで特定できます。これは、ヘッダーに関連する特定のアクションを編集または削除する
目的には使用できます。コマンド ラインに「エントリ」がない場合は、このヘッダー タイプの
ヘッダーに関連する最初のエントリが設定中であることが想定されます。

store-rule の宣言
ヘッダーから抽出されたデータは、変数に保存できます。store-rule には、ヘッダー エレメント アク
ションの前にどれを実行するかが定義されています。store-rule は、次の形式の専用ヘッダー エレメン
トです。
Store-Rule:<entry>

store-rule には、次の 2 つのいずれかの方法で保存できる条件があります。
1. 条件に「store-as」キーワードを含ませると、ストリングや完全なヘッダー値を変数に直接保存で
きます。

condition comparison-type store-as variable-name
Example:
condition header-value store-as var1

ヘッダー値の内容は var1 に保存されます。

2. 正規表現をヘッダーに適用するには、キーワード「regex-match」を使用します。正規表現に、正
規表現内の特定部にエスケープされたカッコ「\( \)」で囲まれたものが 1 組以上（5 組まで）含ま
れて、この正規表現が正常に一致した場合は、カッコでグループ化された一致の各部の値が抽出さ
れ、regex-match キーワード引数で定義された変数に保存されます。

condition comparison-type regex-match [store-as variable-name....(up to 5)]
Example:
condition header-name P-Asserted-Identiy header-value regex-match
sip:\(.*\)@[Cc]isco.com store-as var1

比較タイプ、演算子、およびブール演算子の完全なリストは、表 3、表 4、および表 5 を参照してくだ
さい。
抽出された変数は後で、replace-value や add-first-header/add-header のような値を必要とするアクショ
ンで使用できます。変数は、置換ストリング内の「${var}」形式を使用して抽出します。
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request-line の変更
ヘッダー プロファイル内でのアクション replace-value で、request-line に対して、制限された変更を
実行できます。
ヘッダー プロファイルの request-line 形成部を使用することは、request-line の（パラメータ プロファ
イルを含む）変更に対する好ましい方法です。
アクション replace-value で使用される値の形式を次に示します。
sip:user@host[:port]

store-rule で抽出済みの変数は、request-line の作成で使用できます。
Example:
“sip:${user}@${host}”

request-line は、次の形式の専用ヘッダー エレメントです。
Request-URI:<entry>

（注）

request-line の変更内容は SIP RFC 3261 フォーマッティング ルールを満たす必要があり、置換された
部分で宣言されたホストは SBC に対して有効なホストである必要があります。設定された代替値内に
変数がある可能性があるため、ユーザ コンフィギュレーションは設定された変更を事前に選別できま
せん。選別できるのは実際の request-line を決定できる実行時だけで、request-line の構築中にエラー
が発生すると、コール障害になる可能性があります。この機能を使用する場合は、コール障害が起こら
ないように細心の注意を払ってください。

ユーザ名パラメータの解析
隣接で受信したメッセージのユーザ名パラメータの SIP および SIPS URI を検索して解析するように
SBC を設定できます。SIP と SIPS URI がユーザ名パラメータを持つ場合、それらのパラメータは、通
常の URI パラメータとして扱われます。これは、Request-URI 内の SIP と SIPS URI、および INVITE
要求と out-of-dialog 要求の To ヘッダーと From ヘッダーに適用可能です。
次に、ユーザ名パラメータを持つ URI の例を示します。
「sip:username;cic=1234@host.com;user=phone」。ここでは、「cic=1234」は、「user=phone」などの
URI パラメータとして扱われ、ユーザ名は「username;cic=1234」の代わりに「username」として取得
されます。
解析をイネーブルにするには、uri username parameters parse コマンドを使用します。

Expires ヘッダーの抑制
発信 INVITE 要求の Expires ヘッダーを抑制するように SBC を設定できます。Expires ヘッダーを削除
するには header-name expires suppress コマンドを使用します。

カスタマー P-Asserted-Identity の設定
発信 SIP メッセージで P-Asserted-Identity の値を指定するように SBC を設定できます。ヘッダーは、
ACK、CANCEL、INFO、PRACK、REGISTER、および UPDATE を除くすべての要求と応答に追加
されます。
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P-Asserted-Identity の値を指定するには、header-name p-asserted-id [header-value [header-value] |
assert] コマンドを使用します。

SIP Destination ID
（注）

この機能は、INVITE 要求および非 REGISTER out-of-dialog 要求だけに適用できます。
コールをルーティングする際に、宛先アドレスまたは着信者 ID は、通常 Request-URI から取得されま
す。ただし、To: または P-Called-Party-ID などのように、この情報を取得できる可能性のある他の
ヘッダーもあります。
着信側アドレスの取得に使用できるヘッダーの順序付きリストを定義できます。ヘッダーには、すべて
の非必須 SIP ヘッダーや、To: および Request-URI を含めることができます。ヘッダー リストでは、
最大 10 のヘッダーを設定できます。プライオリティ 1 のヘッダーは最初に分析され、プライオリティ
2 のヘッダーは次に分析されます。プライオリティ 10 のヘッダーは最後に分析されます。
ここでは、この機能が着信要求および発信要求でどのように動作するかについて説明します。

着信要求
着信要求の場合

• デフォルトでは、SBC は着信者 ID を P-Called-Party-ID: ヘッダーまたは Request-URI のいずれか
から抽出します。

• SBC が受信した SIP メッセージで特定のヘッダーの複数のインスタンスを検出した場合、最初の
インスタンスは、着信者 ID の抽出に使用されます。SBC が ID 抽出時に構文エラーを発見した場
合は、ログを作成し、プライオリティ リストの次のヘッダーに進みます。

• SIP 要求にヘッダーがない場合、またはヘッダー リストのヘッダーがユーザ名なしの SIP URI を
含んでいる場合、SBC はヘッダー リストの次のヘッダーに進みます。
• すべてのヘッダーで失敗した場合、SBC は Request-URI から着信者 ID を抽出します。
• 着信要求がリスト内の Request-URI に優先順位が付けられているポイントに到達した場合は、
SBC が Request-URI から着信者 ID を検索できるように、ヘッダー リストに、Request-URI が含
まれる場合があります。リストに Request-URI しかない場合、SBC は Request-URI だけを検索し
ます。

発信要求
デフォルトでは、SBC は SIP ヘッダーからインバウンド側に送られた着信者 ID からのドメインおよび
ユーザ名の両方を SIP ヘッダーに再挿入します。
発信 Request-URI

• 着信者 ID が Request-URI から抽出されたものである場合は、その着信者 ID を使用して
Request-URI が再構築されます。
• 着信者 ID が別のヘッダーから抽出されたものである場合は、受信した SIP メッセージからの
Request-URI のユーザ名とドメインが維持されます。これは、SIP ヘッダー フィルタリング、また
は他の編集機能（たとえば IP/FQDN URI 変換）が Request-URI に適用される前に行われます。
ヘッダーへの発信または任意のヘッダーのパススルー
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• 着信者 ID がヘッダー（Request-URI 以外）から抽出されたもので、そのヘッダーがインバウンド
隣接ヘッダー処理機能を使用してパススルーしたものである場合、SBC はドメインおよびユーザ
名をヘッダーに再挿入します。これにより元のメッセージにあったスキーム、URI パラメータ、お
よびヘッダー パラメータが維持されます。インバウンド ヘッダーのフィルタリング設定が原因で
ヘッダーが壊れた場合の障害は SBC によって記録されますが、その他の障害は無視されます。

• 着信者 ID は、発信メッセージに再挿入される前に SBC によって編集される場合があります（たと
えば、番号操作の一部として）。これは、アウトバウンド ヘッダー フィルタリングまたは他の編集
がヘッダーに適用される前に、アウトバウンド SIP 要求のヘッダーの最初のインスタンスのためだ
けに行われます。ヘッダー フィルタリングに制限はありません。着信者 ID を含むヘッダーを引き
続き削除または変更できるヘッダー編集ルールを設定することもできます。

• ヘッダー リストで指定されたすべてのヘッダーのインバウンド ヘッダー フィルタ プロファイル上
で、アクション パスを設定することを推奨します。これらのヘッダーはアウトバウンド ヘッダー
フィルタ プロファイルによってフィルタリングできます。
宛先アドレス ヘッダー リストを設定するには、dst-address および header-priority コマンドを使用し
ます。

SIP Source ID を取得するためのヘッダープライオリティの設定の詳細については、「SIP 宛先アドレス
を取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定」（P.518）を参照してください。
取得したこれらの値に基づいて条件一致を実行するように SBC を設定できます。詳細については、
「ヘッダー プロファイルの条件一致」（P.509）を参照してください。

SIP Source ID
コールをルーティングする際に、コール ポリシーを使用して送信元番号を分析および変更できます。
送信元アドレスは通常 From: ヘッダーから取得されます。ただし、ヘッダーは他にも、
P-Preferred-Identity、P-Asserted-Identity、Remote-Party-ID などのような、この情報を取得可能な場
所にもあります。
着信側アドレスの取得に使用できるヘッダーの順序付きリストを定義できます。ヘッダーには、すべて
の非必須 SIP ヘッダーや、From ヘッダーを含めることができます。また、SIP Source ID 機能により、
リダイレクトまたは転送されるコールのヘッダーの順序付きセットから送信元番号を取得できます。
ヘッダー リストでは、最大 10 のヘッダーを設定できます。プライオリティ 1 のヘッダーは最初に分析
され、プライオリティ 2 のヘッダーは次に分析されます。プライオリティ 10 のヘッダーは最後に分析
されます。
送信元アドレスのヘッダー リストを設定するには、src-address コマンドおよび header-priority コマ
ンドを使用します。

SIP Source ID を取得するためのヘッダープライオリティの設定の詳細については、「SIP 送信元アドレ
スを取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定」（P.520）を参照してください。

転送されたコールの SIP Source ID
転送されたコールの場合、送信元アドレスを取得するためにコールを転送された発信者のアドレスを
ソース分析に使用できます。すべての転送されたコールには、コールを転送された発信者の詳細を含む
Diversion: ヘッダーが含まれます。転送されたコール（送信元番号を取得可能）のヘッダーのリストを
入力するように SBC を設定できます。

Cisco IOS XE Release 3.1.0S の場合、このリストに含めることができる Diversion: ヘッダーは 1 つだ
けです。
送信元アドレスのヘッダー リストを設定するには、div-address コマンドおよび header-priority コマ
ンドを使用します。
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転送されたコールの SIP Source ID を取得するためのヘッダープライオリティの設定の詳細について
は、「転送されたコールの SIP 送信元アドレスを取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定」
（P.521）を参照してください。
取得したこれらの値に基づいて条件一致を実行するように SBC を設定できます。条件一致の詳細につ
いては、「ヘッダー プロファイルの条件一致」（P.509）を参照してください。

ヘッダー プロファイルの設定情報
デフォルトのプロファイル動作（ホワイトリストやブラックリスト）に関係するアクションまたは一連
のアクションについては、考慮が必要です。
空のブラックリストは実質的に、non-vital ヘッダーをパスしようとします。
空のホワイトリストは実質的に、すべての non-vital ヘッダーを廃棄します。
条件がヘッダーに関連付けられると、動作がより複雑になります。
インバウンド側で定義するアクションを考慮することが重要です。空のホワイトリストのヘッダー プ
ロファイルがインバウンド側に関連付けられると、non-vital ヘッダーはアウトバンド側でまったく表
示されなくなります。したがって、アウトバンド側に適用されるアクションが動作していないように見
える場合があります。ヘッダーを（as-profile または pass アクションで）ホワイトリストに追加する
か、またはアクション「pass」でヘッダーをブラックリストに追加することによって、インバウンド側
の特定のヘッダーを「パス」するアクションを追加する必要があります。
たとえば、ヘッダー プロファイルがホワイトリストに定義されていて（デフォルト動作）、ヘッダー値
を変更するヘッダー アクションが条件とともに挿入されると、条件が true の場合はアクションが処理
されますが、条件が false の場合は無視されます。
ヘッダーがホワイトリストに挿入されているため、条件が false の場合は変更されてないヘッダーがパ
スされることが想定されます。しかし、条件が false の場合はアクション（エントリ）は無視されます。
したがって、ホワイトリストにヘッダーがないためヘッダーがパスされないように見えます。
これを回避するために、アクション「pass」を持つ 2 番めのエントリを入力できます。したがって、
ヘッダー条件が true の場合は内容が変更されますが、条件が false の場合は、無視されて他のエントリ
処理が継続されます。2 番めのエントリにはアクション「pass」が定義されているため、ヘッダーがパ
スされます。

ヘッダー プロファイルの設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile profile-name
5. blacklist
6. description text
7. header name [entry number]
8. action {add-first-header | add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name |
replace-value | strip}
9. condition [comparison-type | boolean-operator | operator | comparison-value]
10. end
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11. show sbc sbc-name sbe sip header-profile [profile-name]
12. show sbc sbc-name sbe sip essential-headers
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

ヘッダー プロファイルを設定するためにサブモードを開始
します。

例：

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip header-profile profile-name

Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
profile1

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。

blacklist

ブラックリストのプロファイルを設定します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、ホワイトリストの
プロファイルが設定されます。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# blacklist

ステップ 6

（注）

デフォルトでは、プロファイルはホワイトリスト
です。

description text

特定のプロファイルの記述を追加します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、説明は削除されま
す。

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# description
blacklist profile

ステップ 7

ヘッダー プロファイルを設定します。

header name [entry number]

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header
Organization entry 1

この記述は、このプロファイルに対して show コマンドを
使用すると表示されます。また、すべてのプロファイルの
サマリーを表示する場合にも、各プロファイルにこの記述
が使用されます。

header name：変更する SIP ヘッダーを設定します。SBC
SBE SIP-HDR-ELE コンフィギュレーション モードを開始
します。

entry number：動作させるアクション エントリを指定しま
す。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

action {add-first-header | add-header |
as-profile | drop-msg | pass | replace-name |
replace-value | strip}

ヘッダーに適用するアクションのタイプを指定します。
この例では、指定されたアクションが条件付きでヘッダー
の内容を XYZcompany の交換値と置換します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action
replace-value XYZcompany

ステップ 9

condition [comparison-type | boolean-operator |
operator | comparison-value]

SIP メッセージ プロファイルへのアクションを取る前の一
致条件を指定します。条件が満たされると、ステップ 8 で
指定されたアクションが実行されます。

例：

SIP ヘッダー プロファイル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

Router (config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)#
condition header-value ABCcompany

ステップ 10 end

この例では、条件ヘッダー値の値は ABCcompany であり、
これに一致すると、値 ABCcompany が XYZcompany に置
換されます。

SBC SBE SIP-HDR-ELE コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe sip header-profile
[profile-name]

指定した名前のヘッダー プロファイルに関する詳細情報を
表示します。

例：

デフォルト プロファイル名を確認する場合は、default を
使用します。

Router# show sbc mysbc sbe sip header-profile
profile1

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe sip essential-headers

プロファイル名を指定しない場合は、設定されているすべ
てのメソッド プロファイルのリストを表示します。
表 1 に記載されている必須ヘッダーの一覧を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip
essential-headers

ヘッダー プロファイルの適用
手順の概要

1. configure
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. header-profile inbound profile-name
6. end
7. show sbc sbc-name sbe sip header-profile name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

header-profile inbound profile-name

例：

ヘッダー プロファイルを、隣接 sipGW のインバウンド シ
グナリングに使用されるように設定します。
（注）

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile
inbound profile1

ステップ 6

ヘッダー プロファイルを隣接に接続する場合は、
その隣接が「非接続」のステートである必要があ
ります。

SBE SIP 隣接モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま

end

す。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe sip header-profile name

ヘッダー プロファイル情報を表示します。

例：
Router# show sbc sbc-name sbe sip
header-profile name

SIP 宛先アドレスを取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定
このタスクでは、SIP 宛先アドレスを取得するためのヘッダーのリストを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile profile-id
5. dst-address
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6. header-prio 1 header-name header-name
7. header-prio 2 header-name header-name
8. header-prio 3 header-name header-name
9. end
10. show sbc sbc-name sbe sip header-profile profile-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービス モードの開始をイネーブルにします。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内での SBE エンティティ モードの開始をイ

sbe

ネーブルにします。
例：
Router(config-sbc)# sbc mySbc sbe

ステップ 4

SIP ヘッダー プロファイルを作成します。

sip header-profile

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
Hprof1

ステップ 5

dst-address

宛先アドレスを設定するために、モードへのエントリをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# dst-address

ステップ 6

header-prio 1 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
1 header-name P-Called-Party-ID

ステップ 7

header-prio 2 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
2 header-name To

ステップ 8

header-prio 3 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
3 header-name Request-uri
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

宛先アドレス コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe sip header-profile

ヘッダー プロファイルの設定の詳細を表示します。

profile-id

例：
Router# show sbc mySbc sbe sip header-profile
Hprof1

SIP 送信元アドレスを取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定
このタスクでは、SIP 送信元アドレスを取得するためのヘッダーのリストを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile profile-id
5. src-address
6. header-prio 1 header-name header-name
7. header-prio 2 header-name header-name
8. header-prio 3 header-name header-name
9. end
10. show sbc sbc-name sbe sip header-profile profile-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードの開始をイネーブルにします。
sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内での SBE エンティティ モードの開始をイ

sbe

ネーブルにします。
例：
Router(config-sbc)# sbe mySbc sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sip header-profile

SIP ヘッダー プロファイルを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
Hprof1

ステップ 5

src-address

送信元アドレスを設定するために、モードへのエントリを
イネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# src-address

ステップ 6

header-prio 1 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
1 header-name P-Asserted-Identity

ステップ 7

header-prio 2 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
2 header-name P-Preferred-Identity

ステップ 8

header-prio 3 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
3 header-name From

ステップ 9

end

送信元アドレス コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe sip header-profile

ヘッダー プロファイルの設定の詳細を表示します。

profile-id

例：
Router# show sbc mySbc sbe sip header-profile
Hprof1

転送されたコールの SIP 送信元アドレスを取得するためのヘッダーの順序付きリストの設定
このタスクでは、転送されたコールの SIP 送信元アドレスを取得するためのヘッダーのリストを設定し
ます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile profile-id
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5. div-address
6. header-prio 1 header-name header-name
7. end
8. show sbc sbc-name sbe sip header-profile profile-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードの開始をイネーブルにします。
sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内での SBE エンティティ モードの開始をイ

sbe

ネーブルにします。
例：
Router(config-sbc)# sbe mySbc sbe

ステップ 4

sip header-profile

SIP ヘッダー プロファイルを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)#sip header-profile
Hprof1

ステップ 5

div-address

転送されたコールの送信元アドレスを設定するために、
モードへのエントリをイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# div-address

ステップ 6

header-prio 1 header-name header-name

ヘッダー プライオリティを設定し、使用するヘッダーを指
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src-div)#
header-prio 1 header-name Diversion

ステップ 7

end

送信元アドレス コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# end

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe sip header-profile
profile-id

ヘッダー プロファイルの設定の詳細を表示します。

例：
Router# show sbc mySbc sbe sip header-profile
Hprof1
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次に、宛先アドレス、送信元アドレス、および転送アドレスのヘッダー リストが SBC に設定された後
の show コマンドの出力例を示します。
ASR-1002#show sbc mine sbe sip header-profile Hprof1
Header profile "Hprof1"
Description:
Type:
Whitelist
dst-address: (inbound only)
header-prio 1 header-name P-Called-ID
header-prio 1 header-name To
header-prio 1 header-name Request-uri
src-address: (inbound only)
header-prio 1 header-name Remote-Party-ID
header-prio 2 header-name P-Preferred-Identity
header-prio 3 header-name From
div-address (inbound only)
header-prio 1 Diversion
store-rules:
No store-rule entries found.
request-line:
No request-line entries found.
headers:
test
entry 1
description:
action add-first-header value "cisco"
condition is-request eq true
Not in use with any adjacencies
Not in use with any method-profile
ASR-1002#

暫定応答フィルタリング
暫定応答フィルタリングでは、エンドポイントが送信した 1XX 応答（100 を除く）をブロックできま
す。暫定応答フィルタリングを設定する場合は、次のことを覚えておいてください。

• 暫定応答は、送信者が信頼性の高い暫定応答（SIP 100rel）を要求した場合にブロックされないこ
とがあります。

• 100_rel が要求された場合に応答を廃棄することは推奨されません。そうすると、RFC3262 ステー
トに次の応答を送信してはいけないと示されているため、コール設定ができなくなる場合がありま
す。

（注）

INVITE 内に「Required: 100Rel」ヘッダーで試行されたコールは、183 のメッセージを廃
棄するヘッダー プロファイルで隣接が設定されている場合に障害を起こします。

ここでは、次の項目について説明します。

• 「暫定応答フィルタリングの設定」（P.524）
• 「暫定応答フィルタリングの適用」（P.525）
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暫定応答フィルタリングの情報
暫定応答フィルタリングは、action drop-msg コマンドの使用によって実現されます。アクションは、
ワイルドカード ヘッダー アクション * に関連付ける必要があります。廃棄する必要のある特定の応答
コードに一致させるために、条件を追加する必要があります。

（注）

ヘッダー アクション * は、プロファイル内で 1 回だけ使用できます。

暫定応答フィルタリングの設定
1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile profile-name
5. header *
6. action drop-msg
7. condition status-code
8. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc sbc-name

ヘッダー プロファイルを設定するためにサブモードを開始
します。

例：

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip header-profile profile-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
profile1

ヘッダー プロファイルを設定します。

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

header *

ブラックリストのプロファイルを設定します。

例：

このコマンドの no 形式を使用すると、ホワイトリストの
プロファイルが設定されます。

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header *

ステップ 6

（注）

デフォルトでは、プロファイルはホワイトリスト
です。

（注）

暫定応答をフィルタリングするためには、コマン
ド例に示されているように、header コマンドで
ヘッダー名としてアスタリスク（*）を常に使用し
ます。

action drop-msg

ヘッダー内のエレメント タイプに対して取るアクションを
設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action
drop-msg

ステップ 7

SIP メッセージ プロファイルへのアクションを取る前の一
致条件を指定します。

condition status-code

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)#
condition status-code eq 183

ステップ 8

モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# end

暫定応答フィルタリングの適用
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. header-profile inbound profile-name
6. end
7. show sbc sbc-name sbe sip header-profile name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

header-profile inbound profile-name

インバウンド ヘッダー プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile
inbound profile1

ステップ 6

SBE SIP 隣接モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま

end

す。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe sip header-profile name

指定された SIP ヘッダー プロファイルの詳細情報を表示し
ます。

例：
Router# show sbc MySbc sbe sip header-profile
profile1

パラメータ プロファイル
パラメータ プロファイルでは、特定の URI パラメータ名を指定でき、また、ヘッダー内の特定の
non-vital URI パラメータを削除、置換、または追加できます。
ヘッダー プロファイルでは、ヘッダーの制限されたセットの一部を形成する SIP URI パラメータに対
する潜在的な条件一致が可能になります。これは、ヘッダーや内容の完全な置換だけが可能です。
パラメータ プロファイルでは、ヘッダー パラメータではなく、SIP URI パラメータだけでアクション
を実行できます。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「パラメータ プロファイル設定に関する制約事項」（P.527）
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• 「パラメータ プロファイルについて」（P.527）
• 「パラメータ プロファイルの設定」（P.528）
• 「パラメータ プロファイルのヘッダー プロファイルへの適用」（P.529）

パラメータ プロファイル設定に関する制約事項
パラメータ プロファイルに関する次の制約事項を確認してください。

• パラメータ プロファイルは、SIP URI に関連付けられたパラメータだけで動作することができ、
ヘッダー パラメータでは動作しません。

• コール処理の障害を防止するために、アクションは vital（必須）パラメータに対して実行できま
せん。

• パラメータ プロファイルは、アウトバウンド側だけで動作します。
• 既存の隣接設定には、パラメータ アクションに関係する方法に影響を及ぼすものもあります。た
とえば、次のように To ヘッダーの書き換えが設定された隣接設定を考えます。
sbc test
sbe
adjacency sip <adj name>
passthrough [to/from]

この設定により、To: や From: のヘッダーをインバウンド側からアウトバウンド側に渡すことが可
能です。
ただし、隣接のデフォルト設定は false（隣接に対して実行された表示に「passthrough [to/From]」
がない）であり、つまり、To: および From: ヘッダーが、デフォルトでは実質的に常にアウトバウ
ンド側で書き換えられるということです。この影響として、インバウンド側の To: や From: のヘッ
ダーに適用されたパラメータ プロファイル アクションは、コンフィギュレーションに
「passthrough [to/from]」が設定されていない限り、アウトバウンド側で失われます。したがって、
アクション add-not-present では、常にパラメータを、そのパラメータがインバウンド側にあると
きでも、アウトバウンド側で追加しているように見えます。

• パラメータ プロファイルがパラメータを request-line に追加して、To: ヘッダーに、隣接に対して
設定する「passthrough to」設定がない場合は、通常は request-line に基づく To: ヘッダーの書き換
えにより、そのパラメータも To: ヘッダー内に表示されます。
• request-line の内容は、メソッド プロファイルに付加されているパラメータ プロファイルの動作に
影響を及ぼすことがあります。コールのインバウンド側に到着した request-line が Cisco Unified
Border Element（SP Edition）のアドレスを直接アドレス指定すると、実質的に、アウトバウンド
側で発生したコールは、新しい request-line が生成されることを要求します。これは、インバウン
ド側に到着したパラメータが実質的に失われて、add-not-present アクションが常にパラメータを
追加しているかのように見える可能性があることを意味します。
ただし、request-line が最終宛先をアドレス指定すると、request-line は実質的にアウトバウンド側
に渡されて必要に応じて変更されます。この場合のパラメータは、アウトバウンド側で表示されま
す。

パラメータ プロファイルについて
パラメータ プロファイルは、1 つのヘッダーまたは request-line に対して実行できる一連のアクション
を形成します。
パラメータ プロファイルは、メッセージの次の部分だけに対して指定できます。

• Request URI
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• To
• From
• Contact

Contact、To、または From ヘッダー内のパラメータを変更するには、パラメータ プロファイルをヘッ
ダー プロファイルに関連付けます。

request-line 内のパラメータを変更するには、パラメータ プロファイルをメソッド プロファイルに関連
付けます。

（注）

メソッド プロファイルがブラックリストやホワイトリストの必須メソッドに許可されなくて
も、パラメータ プロファイルは必須メソッドに関連付けできます。

パラメータ プロファイルの設定
次のタスクを実行してパラメータ プロファイルを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip parameter-profile {profile-name}
5. parameter {parameter name}
6. action {add-not-present| add-or-replace | strip}
7. end
8. show sbc sbc-name sbe sip-parameter-profile [profile name]
9. show sbc sbc name sbe sip essential-parameters
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sip parameter-profile {profile-name}

パラメータ プロファイルを設定し、SBE SIP ヘッダー コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile
parmprof1

ステップ 5

parameter {parameter name}

指定された名前のパラメータをパラメータ プロファイルに
追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user

ステップ 6

action {add-not-present| add-or-replace |
strip}

パラメータに対して実行されるアクションを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action
add-not-present value phone

ステップ 7

SBE パラメータ プロファイル パラメータ コンフィギュ
レーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま
す。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# end

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe sip-parameter-profile
[profile name]

指定した名前のパラメータ プロファイルに関する詳細情報
を表示します。
デフォルト名を確認する場合は、default を使用します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip
parameter-profile profile1

ステップ 9

show sbc sbc name sbe sip essential-headers

必須ヘッダーの一覧を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip
essential-headers

パラメータ プロファイルのヘッダー プロファイルへの適用
次のタスクを実行して、パラメータ プロファイルをヘッダー プロファイルに適用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip header-profile header-profile-name
5. header header-name
6. parameter-profile parameter-profile-name
7. end
8. show sbc sbc-name sbe sip header-profile {profile-name}
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービスのコンフィギュレーション モードを開始し
ます。
す。

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のコンフィ

sbe

ギュレーション モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip header-profile header-profile-name

ヘッダー プロファイルに対して、コンフィギュレーション
モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# sip header-profile
profile1

ステップ 5

header header-name

一致させるヘッダー タイプを指定するヘッダー サブコマ
ンド モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header
P-Asserted-Identity

ステップ 6

parameter-profile parameter-profile-name

ヘッダー タイプが一致したときに適用するパラメータ プ
ロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)#
parameter-profile parmprof1

ステップ 7

SIP ヘッダー プロファイル ヘッダー コンフィギュレー
ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# end

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe sip header-profile name

ヘッダー プロファイル情報を表示します。

例：
Router# show sbc sbc-name sbe sip
header-profile name

隣接との関連付け
次の手順を実行して、ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。

手順の概要

1. configure terminal
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2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. header-profile inbound profile-name
6. end
7. show sbc sbc-name sbe sip header-profile name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

header-profile inbound profile-name

profile1 を、隣接 sipGW のインバウンド シグナリングに
使用されるように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile
inbound profile1

ステップ 6

ヘッダー プロファイル モードを終了し、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-prf)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe sip header-profile name

ヘッダー プロファイル情報を表示します。

例：
Router# show sbc sbc-name sbe sip
header-profile name

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

531

SIP メッセージの操作
プロファイル使用による SIP メッセージの編集

ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入する機能
この機能では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は発信側のネットワーク情報（IP アドレ
ス）を SIP ヘッダーに挿入できます。
この機能を使用すると、ネットワーク アドレス変換（NAT）デバイスに関係するユーザの装置（UE）
のパブリック IP アドレスを、「ファイアウォール」パラメータのように SIP コンタクト ヘッダーに挿
入できます。関係者に正しく課金するために SIP メッセージ内のパブリック IP アドレス情報が必要で
あるため、ファイアウォール パラメータをヘッダーに挿入することは必要です。
次に、SIP メッセージ内のコンタクト ヘッダーの修正例を示します。

Contact:<sip:ea7cf5084c04f49e77644dbe53fd5f1d@10.140.90.6;transport=udp;firewall=10.0.48.41>;
Expires=600
IP アドレス情報を SIP コンタクト ヘッダーに挿入する例は、「ファイアウォール パラメータを SIP コ
ンタクト ヘッダーに挿入する機能の例」（P.552）を参照してください。

ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入する機能の設定
次のタスクを実行して、この機能を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip parameter-profile profile-name
5. parameter {parameter name}
6. action {add-not-present [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}|
add-or-replace [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}| strip}
7. exit
8. sip parameter-profile profile-name
9. parameter {parameter name}
10. action {add-not-present [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}|
add-or-replace [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}| strip}
11. exit
12. sip header-profile profile-name
13. action {add-not-present [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}|
add-or-replace [value] {private-ip-address | public-ip-address | access-user-data}| strip}
14. exit
15. header header-name
16. entry entry_num {action [add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | replace-value
| strip] | parameter-profile name}
17. parameter-profile name
18. sip header-profile profile-name
19. header header-name
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20. entry entry_num {action [add-header | as-profile | drop-msg | pass | replace-name | replace-value |
strip] | parameter-profile name}
21. parameter-profile name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのコンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：

sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のコンフィ

sbe

ギュレーション モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip parameter-profile {profile-name}

パラメータ プロファイルを設定し、SBE SIP ヘッダー コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile
proxy-param

ステップ 5

parameter {parameter name}

例：

指定された名前のパラメータをパラメータ プロファイルに
追加し、SIP パラメータ プロファイル パラメータ コン
フィギュレーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter
firewall

ステップ 6

action {add-not-present [value]
{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| add-or-replace [value]
{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| strip}

パラメータに対して取るアクションを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)#
action-strip

ステップ 7

SBE パラメータ プロファイル パラメータ コンフィギュレー
ション モードを終了し、SBE コンフィギュレーション
モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# exit

ステップ 8

sip parameter-profile {profile-name}

パラメータ プロファイルを設定します。SIP パラメータ プ
ロファイル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile
access-param
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

parameter {parameter name}

指定された名前のパラメータをパラメータ プロファイルに
追加します。SIP パラメータ プロファイル コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter
firewall

ステップ 10 action {add-not-present [value]

パラメータに対して取るアクションを設定します。

{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| add-or-replace [value]
{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| strip}

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action
add-or-replace value public-ip-address

ステップ 11 exit

SBE コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit

ステップ 12 sip header-profile profile-name
例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
proxy

ステップ 13 action {add-not-present [value]
{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| add-or-replace [value]
{private-ip-address | public-ip-address |
access-user-data}| strip}

ヘッダー プロファイルを設定します。SIP ヘッダー プロ
ファイル ヘッダー コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。
パラメータに対して取るアクションを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action
add-or-replace value public-ip-address

ステップ 14 exit
例：

SBE ヘッダー プロファイル ヘッダー コンフィギュレー
ション モードを終了し、SIP ヘッダー コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit

ステップ 15 header name
例：

プロファイルにヘッダー test1 が含まれるように設定しま
す。SIP ヘッダー プロファイル ヘッダー コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header test1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 16 entry entry_num {action [add-header |

プロファイル内にエントリを設定します。

as-profile | drop-msg | pass | replace-name |
replace-value | strip] | parameter-profile
name}

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# entry 1

ステップ 17 parameter-profile parameter-profile-name

ヘッダー タイプが一致したときに適用するパラメータ プ
ロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)#
parameter-profile proxy-param

ステップ 18 sip header-profile profile-name
例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile
test1

ステップ 19 header name

ヘッダー プロファイルを設定します。SIP ヘッダー コン
フィギュレーション モードを開始します。

profile-name default を入力すると、デフォルトのプロ
ファイルが設定されます。このプロファイルは、特定のプ
ロファイルが設定されていないすべての隣接に使用されま
す。
プロファイルにヘッダー test1 が含まれるように設定しま
す。SBE ヘッダー プロファイル ヘッダー コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header test1

ステップ 20 entry entry_num {action [add-header |

プロファイル内にエントリを設定します。

as-profile | drop-msg | pass | replace-name |
replace-value | strip] | parameter-profile
name}

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# entry 1
action as-profile

ステップ 21 parameter-profile parameter-profile-name

ヘッダー タイプが一致したときに適用するパラメータ プ
ロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)#
parameter-profile access-param

SIP プロファイルの設定例
この項の構成は、次のとおりです。

• 「メソッド プロファイルの例」（P.536）
• 「メソッド プロファイルの適用例」（P.537）
• 「事前定義したヘッダー プロファイルの関連付け例」（P.538）
• 「事前定義されたパラメータ プロファイルの関連付け例」（P.538）
• 「応答コード マッピングの関連付け例」（P.539）
• 「ヘッダー プロファイルの設定例」（P.539）
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• 「ヘッダー プロファイルの適用例」（P.540）
• 「ヘッダー操作例」（P.541）
• 「応答フィルタリングの例」（P.549）
• 「パラメータ プロファイルの例」（P.550）
• 「例：P-KT-UE-IP ヘッダーのサポート」（P.548）
• 「ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入する機能の例」（P.552）

メソッド プロファイルの例
次に、メソッド プロファイルを設定すると生成されるコマンドおよび出力の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc umsbc-node3
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile test1

==> Configures new method profile
with name test1
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method abcd ==> Adds a method abcd to method profile test1
by default, abcd is whitelisted if applied
to the adjacency
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# blacklist
==> Blacklists abcd and allow methods other
than abcd on the adjacency
Router:Nov 13 17:43:11.124 : config[65761]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT : Configuration
committed by user 'username'. Use 'show configuration commit changes 1000000296' to view
the changes.
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# end
Router:Nov 13 17:43:14.866 : config[65761]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I : Configured from console
by username

次に、すべてのメソッド プロファイルの出力例を示します。
このコマンドは、隣接が使用できるメソッド プロファイルを記述します。デフォルトでは、「default」
メソッド プロファイルは暗黙的に設定されて、すべての隣接のインバウンド方向とアウトバウンド方
向の両方に適用されます。デフォルトのメソッド プロファイルは、ユーザ設定のメソッド プロファイ
ルによって書き換えられてない場合は常にアクティブです。「In use」は、メソッド プロファイルが隣
接によって使用されるかどうかを示します。値が Yes の場合は、「default」メソッド プロファイルがす
べての隣接に適用されて使用されます。しかし、「test1」が設定されている場合は、どの隣接にも適用
されません。test1 メソッド プロファイルを隣接に適用すると、test1 は「In use」フィールドに Yes を
表示します。
Router# show sbc test sbe sip method-profile
Method profiles for SBC service "test1"
Name
In use
====================================
test1
No
mprof1
No
default
Yes
preset-acc-in-mth
No
preset-std-in-mth
No
preset-acc-out-mth
No
preset-core-in-mth
No
preset-std-out-mth
No
preset-core-out-mth
No
preset-ipsec-in-mth
No
preset-ipsec-out-mth
No
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preset-ibcf-ext-in-mth
preset-ibcf-int-in-mth
preset-ibcf-utr-in-mth
preset-ibcf-int-in-mth
preset-ibcf-utr-in-mth
preset-ibcf-ext-out-mth
preset-ibcf-int-out-mth
preset-ibcf-utr-out-mth

No
No
No
No
No
No
No
No

次に、メソッド プロファイル test1 の出力例を示します。
Router# show sbc test sbe sip method-profile test1
Method profile "test1"
Description:
Type:
Whitelist
Methods:
INVITE
action as-profile
map-status-code
range 50X value 500
range 60X value 600
Not in use with any adjacencies

メソッド プロファイルの適用例
次に、メソッド プロファイルを Cisco Unified Border Element（SP Edition）に適用すると生成される
コマンドと出力の例を示します。

method-profile inbound test1 コマンドは、メソッド プロファイル「test1」をインバウンド方向に適
用します。これは、すべての受信メッセージに対して、メソッド タイプ「abcd」であるかチェックす
ることを意味します。「abcd」メソッドが到着すると、そのメソッドをブラックリストに載せて、エ
ラーコード 405 Method Not Allowed を生成します。他のすべてのメソッドは許可されます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc umsbc-node3
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipp-10
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile inbound test1
Router:Nov 13 17:44:28.609 : config[65761]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT : Configuration
committed by user 'username'. Use 'show configuration commit changes 1000000297' to view
the changes.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end
Router:Nov 13 17:44:31.637 : config[65761]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I : Configured from console
by username
Router# show sbc umsbc-node3 sbe sip method-profile
Method profiles for SBC service "umsbc-node3"
Name
In use
====================================
test1
Yes
testb
No
Router# show sbc umsbc-node3 sbe sip method-profile test1
Method profile "test1"
Type:
Blacklist
Methods:
abcd
In use by:
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Adjacency: sipp-10 (in)

事前定義したヘッダー プロファイルの関連付け例
次に、パラメータ myparm=myvalue が INVITE の request-line に追加されていることを確認する例を
得示します。
まず、myparm のためにパラメータ プロファイルを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile parmprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter myparm
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value myvalue

次に、メソッド プロファイルの設定および関連付けを行います。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile mthdprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method INVITE
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# parameter-profile parmprof1

最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile outbound mthdprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone;myparm=myvalue SIP/2.0

事前定義されたパラメータ プロファイルの関連付け例
次に、P-Asserted-Identity が user=phone を含んでいる場合は、INVITE でそのヘッダーが常にパスさ
れるようにする例を示します。
まず、P-Asserted-Identity header を参照するヘッダー プロファイルを設定します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile hdrprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-Asserted-Identity
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action pass
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition header-value contains user=phone

次に、ヘッダー プロファイルを作成し、メソッド プロファイルに関連付けます。
Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile mthdprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method INVITE
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Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# header-profile hdrprof1

最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile outbound mthdprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
P-Asserted-Identity: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
P-Asserted-Identity: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>

応答コード マッピングの関連付け例
次に、INVITE に対するすべての 5XX の応答が 500 にマッピングされるようにステータス コード マッ
プを作成する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip method-profile mthdprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-mth)# method INVITE
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele)# map-status-code
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele-map)# range 5XX value 500

最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-profile outbound mthdprof

インバウンド側：
SIP/2.0 501 Not Implemented

アウトバウンド側：
SIP/2.0 500 Internal Server Error

ヘッダー プロファイルの設定例
次に、ヘッダー プロファイルを設定すると生成されるコマンドおよび出力の例を示します。
Router(config)# sbc umsbc-node3 sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile EXAMPLE
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header abcd
Router# show sbc sbc4 sbe sip header-profile EXAMPLE
Header profile EXAMPLE
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Type:
Whitelist
Headers:
abcd
Cisco-Guid
Entry 1:
action add-first-header
User-Agent:
Entry 1:
action as-profile
Remote-Party-ID
Entry 1:
action strip
condition header-value contains user=phone
Entry 2:
parameter-profile adduser
P-Asserted-Identity
Entry 1:
action strip
condition header-value contains user=phone
Organisation
Entry 1:
action replace-value value Cisco-Systems
condition header-value contains MCI
In use by:
Adjacency: callgen100sip (in, out)

ヘッダー プロファイルの適用例
次に、ヘッダー プロファイルを Cisco Unified Border Element（SP Edition）に適用すると生成される
コマンドと出力の例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc umsbc-node3 sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipp-10
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile inbound test1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile outbound test1
Router# show sbc umsbc-node3 sbe sip header-profile test1
Header profile "test1"
Type:
Blacklist
Headers:
abcd
In use by:
Adjacency: sipp-10 (in, out)
show running-config
sbc umsbc-node3
sbe
activate
sip header-profile test1
blacklist
header abcd
!
adjacency sip sipp-10
header-profile inbound test1
header-profile outbound test1
signaling-address ipv4 88.88.109.8
signaling-port 5060
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remote-address ipv4 10.10.105.222 255.255.255.255
security trusted-encrypted
signaling-peer 10.10.105.222
signaling-peer-port 5060
account sip-customer

ヘッダー操作例
例：P-Asserted-Identity ヘッダーの削除
次に、ヘッダー P-Asserted-Identity に user=phone が含まれている場合にメッセージ内のヘッダーを削
除する例を示します。
まず、ヘッダーにアクセスします。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header P-Asserted-Identity
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele-act)# condition header-value contains user=phone

次に、ヘッダーを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
P-Asserted-Identity: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>

アウトバウンド側：
No P-Asserted-Identity header present

前の既存条件に加えて、この条件を追加します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header P-Asserted-Identity
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele-act)# condition header-value contains user=phone

最後に、ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
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INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
P-Asserted-Identity: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
<No P-Asserted-Identity header present>

例：別のヘッダーの条件に基づくヘッダーの削除
次に、メッセージ内の別のヘッダーの条件に基づいてヘッダーを削除する例を示します。まず、
P-Asserted-Identity ヘッダーを除去します。ただし Call-Info: に「telephone-event」が含まれている場
合に限ります。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header P-Asserted-Identity
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele-act)# condition header-name Call-Info header-value contains
telephone-event

次に、ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
P-Asserted-Identity: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>
...
Call-Info: <sip:8985@10.131.132.6>;method="NOTIFY;Event=telephone-event;Duration=1000"

アウトバウンド側の結果：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
<No P-Asserted-Identity header present>

例：すべての応答からの Organization ヘッダーの削除
次に、すべての応答から Organization ヘッダーを削除する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Organization
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele-act)# condition status-code eq 200

ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
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Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
SIP/2.0 200 OK
...
Allow: INVITE,ACK,PRACK,SUBSCRIBE,BYE,CANCEL,NOTIFY,INFO,REFER,UPDATE

アウトバウンド側：
SIP/2.0 200 OK
...
<No allow header present>

例：ヘッダーを別のヘッダーに変換
次に、あるヘッダーを別のヘッダーに変換する例を示します（Hist-info への変換）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Diversion
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action replace-name value Hist-Info

ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Diversion: <sip:1234567@cisco.com>;reason=unconditional;counter=1;privacy=off

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Hist-Info: <sip:1234567@cisco.com>;reason=unconditional;counter=1;privacy=off

例：特定のヘッダーを含む送信メッセージ
次に、すべての送信メッセージに特定のヘッダー（Organization: Cisco.com）を含ませる例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Organization
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action add-first-header value cisco.com
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ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
<no Organization header present>

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Organization: cisco.com

例：ヘッダーをブラックリストに載せる
次に、ヘッダーをブラックリストに載せる例を示します（メソッドや応答のすべてのインスタンスは削
除されます）。

（注）

これは、ブラックリストのヘッダー プロファイル タイプだけに対して実行できます。

Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Organization

または：
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe-hdr)# sip
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)#
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)#
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)#

header-profile headprof1
blacklist
header Organization
action as-profile

ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Organization: cisco.com

アウトバウンド側：
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INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
<no Organization: header present>

例：ヘッダーをホワイトリストに載せる
次に、ヘッダーをホワイトリストに載せる例を示します（すべてのメソッドや応答でパス）。

（注）

これは、デフォルト プロファイルで「no blacklist」と同じプロファイルのホワイトリスト タ
イプに対してだけ指定できます。

Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Organization

または：
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Organization
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action as-profile

ヘッダー プロファイルを隣接に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Organization: cisco.com

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco,com;user=phone SIP/2.0
...
Organization: cisco.com

例：日付ヘッダーのパス
次に、ヘッダー（日付）を条件付きで 200 の応答でパスする例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header Date
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action pass
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele-act)# condition status-code eq 200

隣接と関連付けます。
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Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
Ensure no other responses contain a Date: header
SIP/2.0 200 OK
...
Date: Mon, 01 Jan 2008 GMT

アウトバウンド側：
SIP/2.0 200 OK
...
Date: Mon, 01 Jan 2008 GMT
Also try all responses containing a Date: header and ensure the 200 OK only contains one

例：INVITE の Organization ヘッダーの除去
次に、INVITE のすべての「Organization」ヘッダーを除去する例を示します。これを行うには、ヘッ
ダー プロファイルを作成し、メソッド プロファイルに関連付けます。

（注）

ヘッダー プロファイルは、vital（必須）メソッドに関連付けできます。

Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headerprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# header Organization
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe) sip method-profile methodprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-mth) blacklist
Router(config-sbc-sbe-sip-mth) method INVITE
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele) header-profile headerprof1

隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# method-profile outbound methodprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
Organization: cisco.com

アウトバウンド側：
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INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
<no Organization: header present>

例：パラメータ プロファイルの適用
次に、パラメータ プロファイルを適用して、INVITE の request-line に user=phone を追加する例を示
します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile test
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

メソッド プロファイルと関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe) sip method-profile test
Router(config-sbc-sbe-sip-mth) method INVITE
Router(config-sbc-sbe-sip-mth-ele) parameter-profile test

隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# method-profile inbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com SIP/2.0

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0

例：P-Called-Party-Identity の除去
次に、P-Called-Party-Identity を除去し、To: ヘッダーをその内容に基づき変更する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the P-Called-Party-Identity”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition header-name P-Called-Party-Identity
header-value store-as pcpid
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-Called-Party-Identity entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action replace-value value “${pcpid}”
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Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “replace the To value”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable pcpid is-defined eq true

発信隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

例：アウトバウンド request-line の置換
次に、user = が 1234 で始まる場合に、アウトバウンド request-line をホスト 172.1.1.1 に置換する例を
示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition request-uri is-sip-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and request-uri sip-uri-user store-as
user
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# request-line entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action replace-value value “sip:${user}@172.1.1.1”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “convert RPID param into Privacy
header value”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and request-uri is-sip-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and request-uri sip-uri-user regex-match
“^1234”

発信隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

例：P-KT-UE-IP ヘッダーのサポート
P-KT-UE-IP ヘッダーは、SIP ヘッダー操作のタイプとしてサポートされるプライベート ヘッダーのタ
イプです。ここでは、受信されたすべてのメッセージから既存の P-KT-UE-IP ヘッダーを削除し、その
ヘッダーを INVITE 要求および OOD 要求の単一の P-KT-UE-IP ヘッダーに置換する例を示します。こ
の例では、コールは adj1 から adj2 に置かれています。
次に、ヘッダー プロファイルを 2 つのエントリで設定する方法を示します。最初のエントリは
「P-KT-UE-IP」ヘッダーを除去し、2 番めのエントリは「P-KT-UE-IP」を値セットとともに 18 文字の
ストリング ${msg.rmt_ip_addr} に追加します。
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile kt
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# condition adjacency signaling-peer store-as address
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-KT-UE-IP
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# entry 1 action strip
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Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# entry 2 action add-header value “${address}”

次では、上記のヘッダー プロファイルを、インバウンド ヘッダー プロファイルとして受信隣接に適用
します。
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile inbound kt

次では、「P-KT-UE-IP」ヘッダーのパススルーができるようにヘッダー プロファイルを設定します。
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile kt-pass
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-KT-UE-IP
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action pass

次では、上記のヘッダー プロファイルを、アウトバウンド ヘッダー プロファイルとして送信隣接に適
用します。
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj2
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile outbound kt-pass

応答フィルタリングの例
次に、発信隣接および着信隣接に関連付けられたヘッダー * の一致に基づいて、ヘッダー プロファイ
ルから SIP 183 暫定応答を廃棄する例を示します。
まず、ヘッダー * で一致してメッセージを廃棄するためにヘッダー プロファイル headprof1 を作成し
ます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-hdr)# header *
Router(config-sbc-sbe-hdr-ele)# action drop-msg
Router(config-sbc-sbehdr-ele-act)# condition status-code eq 183

プロファイル headprof1 を、隣接のインバウンド側に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adjacencyA
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile inbound headerprof1

プロファイル headprof1 を、別の隣接のインバウンド側およびアウトバウンド側に関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adjacencyB
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile inbound headerprof1
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adjacencyB
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-profile outbound headerprof1
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パラメータ プロファイルの例
次に、user=phone パラメータがヘッダーで指定されていなかった場合に、そのパラメータを To: ヘッ
ダーに追加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile parmprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

今度はヘッダー プロファイルに追加します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile parmprof1

今度は隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com>;tag=1234;

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>;tag=1234

次に、To: ヘッダーから「user」パラメータ（「user=phone」、「user=fax」...）を削除する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile parmprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action strip

ヘッダー プロファイルに追加します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile parmprof1
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最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone;tag=1234;

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com>;tag=1234

次に、「user=phone」パラメータを user=fax に置換する、またはユーザ パラメータがヘッダー内にな
い場合に user=fax を追加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile parmprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-or-replace value fax

ヘッダー プロファイルに追加します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile parmprof1

最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone;tag=1234;

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=fax>;tag=1234

または：
インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;tag=1234;
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アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=fax>;tag=1234

次に、「user=phone」パラメータがヘッダーにない場合にそのパラメータを追加する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile parmprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter user
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-not-present value phone

パラメータ プロファイルをヘッダー プロファイルに追加します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header To
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile parmprof1

最後に、隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-profile outbound headprof1

インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=fax;tag=1234;

アウトバウンド側：
No parameter added as a user parameter already exists
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com>;tag=1234

または：
インバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;tag=1234;

アウトバウンド側：
INVITE sip:1234567@cisco.com;user=phone SIP/2.0
...
To: "rob" <sip:1234567@cisco.com;user=phone>;tag=1234

ファイアウォール パラメータを SIP コンタクト ヘッダーに挿入する機能の例
次に、SIP パラメータ プロファイルを追加し、ファイアウォールと呼ばれるパラメータを削除または付
加する例を示します。
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Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-profile proxy-param
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter firewall
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# sip parameter-profile access-param
Router(config-sbc-sbe-sip-prm)# parameter firewall
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# action add-or-replace value public-ip-address

次に、SIP ヘッダー プロファイルを追加し、パラメータ プロファイルをヘッダー プロファイルに関連
付けする例を示します。
Router(config-sbc-sbe-sip-prm-ele)# sip header-profile proxy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header contact entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action as-profile
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile proxy-param
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# sip header-profile access
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header contact
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# entry 1 action as-profile
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# parameter-profile access-param

この例では、SIP ヘッダーを SIP 隣接に追加します。
adjacency sip sip-proxy
header-profile inbound proxy
header-profile outbound access
adjacency sip sip-user
header-profile inbound access
header-profile outbound proxy

エディタの使用による SIP メッセージの編集
（注）

ここでは、本文、ヘッダー、メソッド、オプション、およびパラメータ エディタについて説明します。
「スクリプトベースのエディタの使用による SDP の編集」（P.574）では、SIP メッセージの SDP コン
テンツを変更するスクリプトベースのエディタについて説明します。SBC では、SIP メッセージの編
集に両方のタイプのエディタを任意の組み合わせで適用できます。

Release 2.4S では、SBC が条件付きで SIP メッセージを変更できるようにプロファイルが導入されま
した。このプロファイルを設定することにより、指定した一致基準を満たしている SIP メッセージの本
文、ヘッダー、メソッド、オプション、またはパラメータを変更できました。このアプローチはフレキ
シブルでしたが、次の制限がありました。

• メッセージの重要な部分が変更された場合、コール失敗の可能性があるため、メッセージの重要な
部分に一致基準を設定できませんでした。

• 少数の例外を除き、これらの重要な部分の元のコンテンツはプロファイルが適用されたポイントで
利用できなかったため、メッセージの重要な部分は変更できませんでした。

Release 3.3S 以降は、エディタの概念が導入されました。エディタは、SIP メッセージの条件付き編集
に使用されるすべての種類の SBC 設定を参照します。以前のリリースで導入されたプロファイルは、
エディタとしてリネームされます。たとえば、本文プロファイルは本文エディタ、ヘッダー プロファ
イルはヘッダー エディタなどと呼ばれます。
エディタは、実行時に指定されたシーケンスで適用されるように、隣接と関連付けたり、複数のエディ
タを互いにリンクさせたりできます。また、エディタをテスト メッセージ（SIP INVITE）に適用して
テストすることもできます。このテストの出力を使用して、エディタが要件を満たしているかどうかを
判断できます。
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Cisco IOS XE Release 3.3S では、SIP メッセージの編集機能に次の追加拡張が導入されました。
• To および From のマルチモード光ファイバ編集

Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前のリリースでは、out-of-dialog メッセージと dialog-creating
メッセージの To および From アウトバウンド ヘッダーだけが編集できました。dialog-creating
メッセージ上で編集が実行されると、その編集はダイアログ上で送信されたすべての新しいメッ
セージに自動的に伝播されました。Cisco IOS XE Release 3.3S 以降では、To および From ヘッ
ダーの編集は in-dialog メッセージ上でも実行できます。これらの編集は自動的に伝播されません。
ダイアログ上で送信されたすべてのメッセージに対し、編集が一貫して実行されたことを確認する
必要があります。

• Resource-Priority ヘッダーの検査

Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前のリリースでは、インバウンド MMF 編集が実行される前に
Resource Priority ヘッダー検査機能を使用してメッセージを検証しました。Cisco IOS XE Release
3.3S 以降では、インバウンド編集が実行された後に Resource Priority ヘッダー検査機能を使用し
てメッセージを検証します。

• 100rel_required 一致条件変数

Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前のリリースでは、100rel_required 一致条件変数は、100rel サ
ポートに関する新しい情報が各コール レッグから着信した場合に更新されるコール プロパティで
した。Cisco IOS XE Release 3.3S 以降では、この変数は受信したメッセージが Required: 100rel
としてマークされたかどうかを示します。

• 失敗応答

Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前のリリースでは、メッセージの編集時に障害が発生した場合、
SBC は未編集メッセージの拒否を送信しました。Cisco IOS XE Release 3.3S 以降では、応答に障
害ポイントでのメッセージのステートが含まれます。たとえば、編集時に追加されたヘッダーは失
敗応答に記載されます。
ここでは、本文、ヘッダー、メソッド、オプションおよびパラメータ エディタの使用による SIP メッ
セージ編集の実装について説明します。

• 「SIP メッセージ編集の制約事項」（P.554）
• 「エディタの命名ガイドライン」（P.555）
• 「エディタの設定」（P.555）
• 「SIP メッセージ エディタの設定例」（P.565）

SIP メッセージ編集の制約事項
SIP メッセージ編集機能は次のアクションをサポートしません。
• To および From ヘッダー タグの編集
• To および From ヘッダー タグでのパス アクションおよび削除アクションの適用
• Via ヘッダーのアウトバウンド編集
• INVITE、CANCEL、および ACK メッセージのメソッド タイプの変更
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エディタの命名ガイドライン
エディタに名前を付ける際は、次のガイドラインを適用してください。

• 各エディタには一意の名前を付けます。すべてのエディタにこのガイドラインを適用してくださ
い。たとえば、ヘッダー エディタの名前がメソッド エディタの名前と同じにならないようにしま
す。

• エディタとプロファイルは、容易な移行パスを確保するために同じ名前を持つ必要があることに注
意してください。

エディタの設定
このタスクでは、SBC 上でエディタを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip editor-type {editor | profile}
5. sip body-editor editor-name
6. exit
7. sip method-editor {editor-name | default}
8. exit
9. sip option-editor {editor-name | default}
10. exit
11. sip parameter-editor {editor-name | default}
12. exit
13. sip header-editor {editor-name | default}
14. exit
15. adjacency sip adjacency-name
16. editor-type {editor | profile}
17. header-editor {inbound | outbound} {editor-name | default}
18. method-editor {inbound | outbound} {editor-name | default}
19. option-editor [ua | proxy] {inbound | outbound} {editor-name | default}
20. body-editor {inbound | outbound} {editor-name}
21. editor-list {after-send | before-receive}
22. editor order-number editor-name [condition [body contains sdp]]
23. end
24. show sbc sbc-name sbe editors
25. show sbc sbc-name sbe sip header-editor [editor-name]
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26. show sbc sbc-name sbe sip body-editor [editor-name]
27. show sbc sbc-name sbe sip method-editor [editor-name]
28. show sbc sbc-name sbe sip option-editor [editor-name]
29. show sbc sbc-name sbe sip parameter-editor [editor-name]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の SBE コンフィギュレーション モードを開始

sbe

します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip editor-type {editor | profile}

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip editor-type editor

明示的に設定されていないすべての隣接に適用する
エディタのデフォルト タイプを設定します。

• editor：メソッド、ヘッダー、オプション、パ
ラメータ、または本文エディタを使用するため
のデフォルトを設定します。

• profile：メソッド、ヘッダー、オプション、パ
ラメータ、または本文エディタを使用するため
のデフォルトを設定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

sip body-editor editor-name

本文エディタを作成し、着信および発信 SIP メッ
セージから非 SDP メッセージ本文をフィルタリング
します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip body-editor BodyEditor1

• editor-name：本文エディタの名前を指定しま
す。

SIP 本文コンフィギュレーション モードを開始しま
す。このモードでは、次のコマンドを使用して本文
エディタを設定します。
• body：このエディタに本文タイプを追加しま
す。

• description：このエディタの説明を設定しま
す。

body コマンドを使用すると、SIP 本文エディタ エレ
メント コンフィギュレーション モードが開始されま
す。ここでは、次のコマンドが使用できます。
• action：本文で実行されるアクションを指定し
ます。

• hunt-on-reject：トリガー ハンティングを指定
します。
ステップ 6

SIP 本文コンフィギュレーション モードを終了し、
SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-mep-bdy)# exit
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

sip method-editor {editor-name | default}

メソッド エディタを設定します。

• editor-name：メソッド エディタの名前を指定し
例：
Router(config-sbc-sbe)# sip method-editor
MethodEditor1

ます。

• default：デフォルトのメソッド エディタを設定
します。このエディタは、特定のエディタが設
定されていないすべての隣接に使用されます。

SIP メソッド コンフィギュレーション モードを開始
します。このモードでは、次のコマンドを使用して
メソッド エディタを設定します。

• blacklist：このエディタをブラック リストに設
定します。

• description：このエディタの説明を設定しま
す。

• method：このエディタにメソッドを追加しま
す。

method コマンドを使用すると、SIP メソッド エ
ディタ エレメント コンフィギュレーション モード
が開始されます。ここでは、次のコマンドが使用で
きます。

• action：メソッド上で実行されるアクションを
指定します。

• body-editor：メソッド上で動作する本文エディ
タを追加します。

• header-editor：メソッド上で動作するヘッダー
エディタを追加します。

• map-status-code：メソッド用に受信した応答
コードのマッピングを許可します。
ステップ 8

exit

例：

SIP メソッド コンフィギュレーション モードを終了
し、SBE コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

Router(config-sbc-sbe-mep-mth)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

sip option-editor {editor-name | default}

オプション エディタを設定します。

• editor-name：オプション エディタの名前を指定
例：

します。

Router(config-sbc-sbe)# sip option-editor
OptionEditor1

• default：デフォルトのオプション エディタを設
定します。

SIP オプション コンフィギュレーション モードを開
始します。このモードでは、次のコマンドを使用し
てオプション エディタを設定します。

• blacklist：このエディタをブラック リストに設
定します。

• description：このエディタの説明を設定しま
す。

• option：このエディタにオプションを追加しま
す。
ステップ 10 exit

SIP オプション コンフィギュレーション モードを終
了し、SBE コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-mep-opt)# exit

ステップ 11 sip parameter-editor editor-name

パラメータ エディタを設定します。

• editor-name：パラメータ エディタの名前を指定
例：

します。

Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-editor
ParameterEditor1

SIP パラメータ コンフィギュレーション モードを開
始します。このモードでは、次のコマンドを使用し
てパラメータ エディタを設定します。

• blacklist：このエディタをブラック リストに設
定します。

• description：このエディタの説明を設定しま
す。

• parameter：このエディタにパラメータを追加
します。

parameter コマンドを使用すると、SIP パラメータ
エディタ エレメント コンフィギュレーション モー
ドが開始されます。ここでは、action コマンドを使
用して、パラメータ エディタ内のエレメント タイプ
上で実行されるアクションを設定できます。
ステップ 12 exit

SIP パラメータ コンフィギュレーション モードを終
了して、SBE コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mep-prm)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 13 sip header-editor {editor-name | default}

目的
ヘッダー エディタを設定します。

• editor-name：ヘッダー エディタの名前を指定し
例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-editor
HeaderEditor1

ます。

• default：デフォルトのヘッダー エディタを設定
します。

SIP ヘッダー コンフィギュレーション モードを開始
します。このモードでは、次のコマンドを使用して
ヘッダー エディタを設定します。

• blacklist：このエディタをブラック リストに設
定します。

• description：このエディタの説明を設定しま
す。

• div-address：diverted-by 番号が取得される
ヘッダーのプライオリティ リストを指定します
（インバウンドのみ）。SIP ヘッダー エディタ
Diversion ヘッダー コンフィギュレーション
モードを開始します。ここでは、次のコマンド
が使用できます。

– header-prio：diverted-by アドレスを抽出
するためのプライオリティ順序リストを指
定します。

• dst-address：着信側アドレスが取得されるヘッ
ダーのプライオリティ リストを指定します（イ
ンバウンドのみ）。SIP ヘッダー エディタ宛先
ヘッダー コンフィギュレーション モードを開始
します。ここでは、次のコマンドが使用できま
す。

– header-prio：宛先アドレスを抽出するため
のプライオリティ順序リストを指定します。

• header：このエディタにヘッダーを追加しま
す。SIP ヘッダー エディタ ヘッダー コンフィ
ギュレーション モードを開始します。ここでは、
次のコマンドが使用できます。

– action：アクションのタイプを指定します。
SIP ヘッダー エディタ ヘッダー アクション
モードを開始します。ここでは、condition
コマンドを使用して、アクションを有効に
する 1 つまたは複数の条件を指定できます。
また、parameter-editor コマンドを使用し
てパラメータ エディタを指定できます。

– parameter-editor：パラメータ エディタを
指定します。
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目的

• request-line：アクションに Request-Line の変
更を許可します（アウトバウンド側のみ）。SIP
ヘッダー エディタ ヘッダー コンフィギュレー
ション モードを開始します。ここでは、次のコ
マンドが使用できます。

– action：アクションのタイプを指定します。
SIP ヘッダー エディタ ヘッダー アクション
モードを開始します。ここでは、condition
コマンドを使用して、アクションを有効に
する 1 つまたは複数の条件を指定できます。
また、parameter-editor コマンドを使用し
てパラメータ エディタを指定できます。

– parameter-editor：パラメータ エディタを
指定します。

• src-address：発信側アドレスが取得されるヘッ
ダーのプライオリティ リストを指定します（イ
ンバウンドのみ）。SIP ヘッダー エディタ発信側
コンフィギュレーション モードを開始します。
ここでは、次のコマンドが使用できます。

– header-prio：送信元アドレスを抽出するた
めのプライオリティ順序リストを指定しま
す。

• store-rule：ヘッダーから変数を取得するように
store-rule を作成します。SIP ヘッダー エディタ
ヘッダー アクション コンフィギュレーション
モードを開始します。ここでは、次のコマンド
が使用できます。

– condition：アクションを有効にする 1 つま
たは複数の条件を指定します。

– description：このアクションの説明を設定
します。
ステップ 14 exit

SIP ヘッダー コンフィギュレーション モードを終了
し、SBE コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-mep-hdr)# exit

ステップ 15 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接コンフィギュレーション モードを開始
します。

• adjacency-name：サービスの名前です。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SIPP

ステップ 16 editor-type {editor | profile}

SIP 隣接を適用できるようにエディタ タイプを指定
します。

• editor：メソッド、ヘッダー、オプション、パ

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# editor-type editor

ラメータ、または本文エディタを使用します。

• profile：メソッド、ヘッダー、オプション、パ
ラメータ、または本文プロファイルを使用しま
す。
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コマンドまたはアクション
ステップ 17 header-editor {inbound | outbound} {editor-name |
default}

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-editor inbound
HeaderEditor1

目的

SBE SIP 隣接のインバウンドおよびアウトバウンド
シグナリング用の指定ヘッダー エディタを設定しま
す。

• inbound：インバウンド SIP ヘッダー エディタ
を設定します。

• outbound：アウトバウンド SIP ヘッダー エ
ディタを設定します。

• editor-name：隣接でのインバウンドまたはアウ
トバウンド シグナリング用に設定されるヘッ
ダー エディタの名前です。

• default：デフォルト設定にヘッダー エディタを
設定します。
ステップ 18 method-editor {inbound | outbound} {editor-name |
default}

メソッド エディタを設定します。

• inbound：インバウンド SIP メソッド エディタ
を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# method-editor inbound
HeaderEditor1

• outbound：アウトバウンド SIP メソッド エ
ディタを設定します。

• editor-name：隣接でのインバウンドまたはアウ
トバウンド シグナリング用に設定されるメソッ
ド エディタの名前です。

• default：デフォルト設定にメソッド エディタを
設定します。
ステップ 19 option-editor [ua | proxy] [inbound | outbound]
[editor-name | default]

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# option-editor ua
inbound OptionHeader1

ホワイトリストまたはブラックリスト オプションに
指定エディタを使用するように隣接を設定します。

• ua：SIP ua オプション エディタを設定します。
• proxy：SIP プロキシ オプション エディタを設
定します。

• inbound：インバウンド SIP オプション エディ
タを設定します。

• outbound：アウトバウンド SIP オプション エ
ディタを設定します。

• editor-name：使用するエディタの名前です。
• default：デフォルト設定にメソッド エディタを
設定します。
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目的

ステップ 20 body-editor {inbound | outbound} {editor-name}
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# body-editor inbound
BodyEditor1

本文エディタが着信および発信 SIP メッセージで動
作するように、SIP 隣接を本文エディタに関連付け
ます。

• inbound：本文エディタが SIP 隣接のインバウ
ンド メッセージで動作するように関連付けます。

• outbound：本文エディタが SIP 隣接のアウトバ
ウンド メッセージで動作するように関連付けま
す。
（注）

メッセージが SBC を通過すると、本文エ
ディタはメッセージをルーティングする隣接
のインバウンド方向とアウトバウンド方向の
両方に適用されます。

• editor-name：本文エディタの名前を指定しま
す。最大長は、30 文字です。
ステップ 21 editor-list {after-send | before-receive}

登録されたエディタのリストを設定します。

• after-send：発信メッセージが隣接によって処
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# editor-list
after-send

理された後、および隣接から転送される直前に
編集されるように指定します。

• before-receive：着信メッセージが隣接で受信さ
れた直後、および隣接が処理を開始する前に編
集されるように指定します。

SIP エディタ コンフィギュレーション モードを開始
します。
ステップ 22 editor order-number editor-name [condition [body
contains sdp]]

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ed)# editor 1
bodyeditor1

エディタ リストのエディタを設定します。シーケン
スに適用する各エディタに対し、このコマンドを実
行してエディタ リスト内のエディタの順序を指定し
ます。
（注）

エディタ リスト内では、スクリプト ベース
のエディタと、本文、ヘッダー、メソッド、
オプション、およびパラメータ エディタと
の任意の組み合わせを追加できます。

• order-number：エディタが適用される順序です。
範囲は 1 ～ 2147483647 です。
• editor-name：隣接で処理されたメッセージに適
用するエディタの名前を指定します。

• condition：適用されるエディタに 1 つまたは複
数の条件を指定します。

• body contains sdp：メッセージ本文が SDP
ベースのコンテンツとなるように指定します。
エディタはこの条件が満たされた場合にだけ適
用されます。スクリプト ベースのエディタのコ
マンドには body contains sdp が含まれます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 23 end

目的

SIP エディタ コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 24 show sbc sbc-name sbe editors

すべての設定済みエディタがリストされます。

例：
Router# show sbc mysbc sbe editors

ステップ 25 show sbc sbc-name sbe sip body-editor [editor-name]

すべての本文エディタの詳細、または指定された本
文エディタに関する詳細を表示します。

例：

• sbc-name：SBC サービスの名前を指定します。

Router# show sbc mysbc sbe sip body-editor
BodyEditor1

• editor-name：エディタの名前を指定し、指定さ

ステップ 26 show sbc sbc-name sbe sip header-editor
[editor-name]

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip header-editor
HeaderEditor1

ステップ 27 show sbc sbc-name sbe sip method-editor
[editor-name]

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip method-editor
MethodEditor1

れたエディタの詳細を表示します。省略すると、
すべての SIP 本文エディタに関する情報が表示
されます。
すべてのヘッダー エディタの詳細、または指定され
たヘッダー エディタに関する詳細を表示します。

• sbc-name：SBC サービスの名前を指定します。
• editor-name：エディタの名前を指定し、指定さ
れたエディタの詳細を表示します。省略すると、
すべての SIP ヘッダー エディタに関する情報が
表示されます。
すべてのメソッド エディタの詳細、または指定され
たメソッド エディタに関する詳細を表示します。

• sbc-name：SBC サービスの名前を指定します。
• editor-name：エディタの名前を指定し、指定さ
れたエディタの詳細を表示します。省略すると、
すべての SIP メソッド エディタに関する情報が
表示されます。
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目的

ステップ 28 show sbc sbc-name sbe sip option-editor
[editor-name]

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip option-editor
OptionEditor1

すべてのオプション エディタの詳細、または指定さ
れたオプション エディタに関する詳細を表示しま
す。

• sbc-name：SBC サービスの名前を指定します。
• editor-name：エディタの名前を指定し、指定さ
れたエディタの詳細を表示します。省略すると、
すべての SIP オプション エディタに関する情報
が表示されます。

ステップ 29 show sbc sbc-name sbe sip parameter-editor
[editor-name]

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip parameter-editor
ParameterEditor1

すべてのパラメータ エディタの詳細、または指定さ
れたパラメータ エディタに関する詳細を表示しま
す。

• sbc-name：SBC サービスの名前を指定します。
• editor-name：エディタの名前を指定し、指定さ
れたエディタの詳細を表示します。省略すると、
すべての SIP パラメータ エディタに関する情報
が表示されます。

SIP メッセージ エディタの設定例
ここでは、次の例を示します。

• 「メソッド エディタの例」（P.565）
• 「ヘッダー エディタの例」（P.567）
• 「本文エディタの例」（P.571）
• 「オプション エディタの例」（P.572）
• 「パラメータ エディタの例」（P.573）

メソッド エディタの例
次に、SBC2 SBC で test1 メソッド エディタおよび abcd メソッド タイプを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip method-editor test1
Router(config-sbc-sbe-mep-mth)# method abcd
Router(config-sbc-sbe-mep-mth)# blacklist

次に、show sbc sbe sip method-editor コマンドを使用して、隣接に適用される前の meditor1 メソッ
ド エディタおよび test1 メソッド エディタの詳細を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip method-editor meditor1
method-editor "meditor1"
Description:
Type:
Whitelist
Methods:
INVITE
action as-editor
map-status-code
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range 5XX value 500
range 6XX value 600
Not in use with any adjacencies
Router# show sbc SBC2 sbe sip method-editor test1
method-editor "test1"
Description:
Type:
Blacklist
Methods:
abcd
action as-editor
Not in use with any adjacencies

次に、show sbc sbe sip method-editor コマンドを使用して、設定されているすべてのメソッド エディ
タのリストを表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip method-editor
method-editors for SBC service "SBC2"
Name
In use
====================================
test1
No
meditor1
No
preset-acc-in-mth
No
preset-std-in-mth
No
preset-acc-out-mth
No
preset-core-in-mth
No
preset-std-out-mth
No
preset-core-out-mth
No
preset-ipsec-in-mth
No
preset-ipsec-out-mth
No
default
No
preset-ibcf-ext-in-mth
No
preset-ibcf-int-in-mth
No
preset-ibcf-utr-in-mth
No
preset-ibcf-ext-out-mth
No
preset-ibcf-int-out-mth
No
preset-ibcf-utr-out-mth
No
preset-std-block-in-mth
No
preset-std-block-out-mth
No

例：メソッド エディタの適用

method-editor inbound test1 コマンドは、インバウンド方向の test1 メソッド エディタを適用します。
したがって、すべての受信メッセージに対し、メソッド タイプ abcd がチェックされます。abcd メソッ
ドが到着すると、ブラック リストに記載され、エラー コード 405 Method Not Allowed が生成されま
す。他のすべてのメソッドは許可されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip trans-uac
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# method-editor inbound test1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

次に、show sbc sbe sip method-editor コマンドを使用して、隣接に適用された後の test1 メソッド エ
ディタの詳細を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip method-editor
method-editors for SBC service "SBC2"
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Name
In use
====================================
test1
Yes
meditor1
No
Router# show sbc SBC2 sbe sip method-editor test1
method-editor "test1"
Description:
Type:
Blacklist
Methods:
abcd
action as-editor
In use by adjacency:trans-uac (in)

ヘッダー エディタの例
ここでは、次の例を示します。

• 「例：ヘッダー エディタの設定および適用」（P.567）
• 「例：ディレクトリ番号プレフィクスを使用したプライバシーの設定」（P.568）
• 「例：Remote-Party-ID または P-Preferred-Identity の変換」（P.569）
例：ヘッダー エディタの設定および適用
次に、SBC2 SBC で EXAMPLE ヘッダー エディタおよび abcd ヘッダー タイプを設定する例を示しま
す。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-editor EXAMPLE
Router(config-sbc-sbe-mep-hdr)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-mep-hdr)# header abcd

次に、show sbc sbe sip header-editor コマンドを使用して、EXAMPLE ヘッダー エディタの詳細を表
示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip header-editor EXAMPLE
header-editor "EXAMPLE"
Description:
Type:
Blacklist
store-rules:
No store-rule entries found.
request-line:
No request-line entries found.
headers:
abcd
entry 1
description:
action as-editor
Not in use with any adjacencies
Not in use with any method-editor
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header-editor inbound EXAMPLE コマンドおよび header-editor outbound EXAMPLE コマンドを
使用すると、EXAMPLE ヘッダー エディタがインバウンドおよびアウトバウンド方向に適用されま
す。したがって、すべての着信および発信メッセージに対して、ヘッダー タイプ abcd がチェックされ
ます。abcd ヘッダーが到着または出発すると、ブラック リストに記載され、エラー コード 405
Method Not Allowed が生成されます。他のすべてのヘッダーが許可されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip trans-uac
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-editor inbound EXAMPLE
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-editor outbound EXAMPLE
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

次に、show sbc sbe sip header-editor コマンドを使用して、隣接に適用された後の EXAMPLE ヘッ
ダー エディタの詳細を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip header-editor EXAMPLE
header-editor "EXAMPLE"
Description:
Type:
Blacklist
store-rules:
No store-rule entries found.
request-line:
No request-line entries found.
headers:
abcd
entry 1
description:
action as-editor
In use by adjacency:trans-uac (in, out)
Not in use with any method-editor

例：ディレクトリ番号プレフィクスを使用したプライバシーの設定
次に、ディレクトリ番号プレフィクスを使用してプライバシーを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-editor headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the called party number from
To”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name To is-tel-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name To tel-uri-user store-as
called-dn
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the called party number from
To”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name To is-sip-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name To sip-uri-user store-as
called-dn

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

568

OL-19820-11-J

SIP メッセージの操作
エディタの使用による SIP メッセージの編集

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 3
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “set $privacy based on DN”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable privacy is-defined eq false
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable called_dn is-defined eq
true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable called_dn regex-match
“^184”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and “none” store-as privacy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 4
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “set $privacy based on DN”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable privacy is-defined eq false
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable called_dn is-defined eq
true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable called_dn regex-match
“^186”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and “user” store-as privacy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Privacy entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Privacy entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action add-first-header value “${privacy}”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “create a privacy header if we have
privacy info”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable privacy is-defined eq true

着信隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-editor inbound headprof1

例：Remote-Party-ID または P-Preferred-Identity の変換
次に、Remote-Party-ID または From into P-Preferred-Identity を変換する例を示します。メッセージが
要求で、Remote-Party-ID が存在する場合は、ユーザ名がユーザ名の変数に保存されます。From ヘッ
ダーに sip: URI または Tel: URI が含まれ、Remote-Part-ID が存在しなかった場合は、ユーザ名がユー
ザ名の変数に保存されます。すべての P-Preferred-Identity、Remote-Party-ID ヘッダー、および
P-Preferred-Identity ヘッダーを除去し、保存されたユーザ名、および受信情報に基づく Privacy ヘッ
ダーが含まれている単一の P-Preferred-Identity ヘッダーを挿入します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-editor headprof1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the RPID username in $username”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name Remote-Party-ID
header-value extract user store-as username
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the privacy parameter in
$rpid-privacy”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
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Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name Remote-Party-ID
header-value extract parameter privacy store-as rpid_privacy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 3
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the From sip uri in $username”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable username is-defined eq
false
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name From header-uri
is-sip-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name From header-uri
sip-uri-user store-as username
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 4
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “store the From tel uri in $username”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition is-request eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable username is-defined eq
false
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name From header-uri
is-tel-uri eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and header-name From header-uri
tel-uri-user store-as username
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 5
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# description “convert RPID param into Privacy header value”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# condition variable rpid_privacy is-defined eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# condition and variable rpid_privacy eq “off”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# condition and “none” store-as privacy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# store-rule entry 6
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “convert RPID param into Privacy
header value”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable rpid_privacy is-defined eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and variable rpid_privacy eq “id”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition and “user” store-as privacy
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-Preferred-Identity entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-Preferred-Identity entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action add-first-header value
“<sip:${username}@mydomain.com;user=phone>”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “create a P-Preferred-Identity header”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable username is-defined eq true
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header P-Asserted-Identity entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Remote-Party-ID entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Privacy entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action strip
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# exit
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# header Privacy entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele)# action add-first-header value “${privacy}”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# description “create a privacy header if we have
privacy info”
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-ele-act)# condition variable privacy is-defined eq true

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

570

OL-19820-11-J

SIP メッセージの操作
エディタの使用による SIP メッセージの編集

着信隣接と関連付けます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc) sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-sip)# header-editor inbound headprof1

本文エディタの例
次に、SBC2 SBC で beditor1 本文エディタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip body-editor beditor1
Router(config-sbc-sbe-mep-bdy)# body dtmf-relay/mixed
Router(config-sbc-sbe-mep-bdy-ele)# action reject

次に、show sbc sbe sip body-editor コマンドを使用して、beditor1 本文エディタの詳細を表示する例
を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip body-editor beditor1
body-editor "beditor1"
Description:
Bodies:
dtmf-relay/mixed
action reject
hunt-on-reject false
Not in use with any adjacencies
Not in use with any method-editor

例：本文エディタの適用

body-editor inbound beditor1 コマンドおよび body-editor outbound beditor1 コマンドを使用する
と、beditor1 本文エディタがインバウンドおよびアウトバウンド方向に適用されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip trans-uac
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# body-editor inbound beditor1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# body-editor outbound beditor1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

次に、show sbc sbe sip body-editor コマンドを使用して、隣接に適用された後の beditor1 本文エディ
タの詳細を表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip body-editor
body-editors for SBC service "SBC2"
Name
In use
====================================
be1
No
beditor1
Yes
default
No
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Router# show sbc SBC2 sbe sip body-editor beditor1
body-editor "beditor1"
Description:
Bodies:
dtmf-relay/mixed
action reject
hunt-on-reject false
In use by adjacency:trans-uac (in, out)
Not in use with any method-editor

オプション エディタの例
次に、SBC2 SBC で oeditor1 オプション エディタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip option-editor oeditor1
Router(config-sbc-sbe)# option opt

例：オプション エディタの適用

option-editor inbound oeditor1 コマンドおよび option-editor outbound oeditor1 コマンドを使用す
ると、oeditor1 オプション エディタがインバウンドおよびアウトバウンド方向に適用されます。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip trans-uac
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# option-editor ua inbound oeditor1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# option-editor ua outbound oeditor1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

次に、show sbc sbe sip option-editor コマンドを使用して、oeditor1 オプション エディタの詳細を表
示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip option-editor oeditor1
option-editor "oeditor1"
Description:
Type:
Whitelist
Options:
opt

In use by adjacency:ASR-15 (in-ua)

Router# show sbc SBC2 sbe sip option-editor
option editors for SBC service "SBC2"
Name
In use
====================================
opt
No
oeditor1
Yes
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パラメータ エディタの例
次に、SBC2 SBC で peditor1 パラメータ エディタを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip parameter-editor peditor
Router(config-sbc-sbe-mep-prm)# parameter param
Router(config-sbc-sbe-mep-prm-ele)# action strip

例：パラメータ エディタの適用
次に、SBC2 SBC で peditor パラメータ エディタを he1 ヘッダー エディタに適用する例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# sbc SBC2
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip header-editor he1
Router(config-sbc-sbe-mep-hdr)# header Subject
Router(config-sbc-sbe-mep-hdr-ele)# parameter-editor peditor

次に、show sbc sbe sip header-editor コマンドを使用して、he1 ヘッダー エディタの詳細を表示する
例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip header-editor he1
header-editor "he1"
Description:
Type:
Whitelist
store-rules:
No store-rule entries found.
request-line:
No request-line entries found.
headers:
subject
entry 1
description:
action as-profile
parameter-profile peditor

次に、show sbc sbe sip parameter-editor コマンドを使用して、peditor パラメータ エディタの詳細を
表示する例を示します。
Router# show sbc SBC2 sbe sip parameter-editor peditor
parameter-editor "peditor"
Description:
Parameters:
param
action strip
In use by header-editor:he1, header:subject, entry:1
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スクリプトベースのエディタの使用による SDP の編集
（注）

ここでは、SIP メッセージ内で SDP コンテンツを変更するスクリプトベースのエディタについて説明
します。「エディタの使用による SIP メッセージの編集」（P.553）では、SBC で直接設定する本文、
ヘッダー、メソッド、オプション、およびパラメータ エディタについて説明します。スクリプトベー
スのエディタと直接設定されたエディタの任意の組み合わせを適用して SIP メッセージを編集できま
す。

Release 3.4S 以降では、Lua プログラム言語で記述されたスクリプトを使用して SIP メッセージ内の
SDP コンテンツを変更できます。通常、Lua スクリプトは 1 つまたは複数の関連する関数のグループ
で構成されています。SIP メッセージの編集機能のコンテキストでは、SIP メッセージの編集のために
これらの関数を書き込みます。Lua プログラミング言語の詳細については次の Lua Web サイトを参照
してください。http://www.lua.org/
SBC では、一連の Lua スクリプトを設定できます。一連のスクリプトは、SIP メッセージに適用され
る一連の編集アクションについて記述されています。スクリプト セットを設定する際は、スクリプト
がスクリプト セットにロードされる順序を指定します。
メッセージ編集関数をエディタとしてスクリプトに登録できます。これらのエディタは、実行時に

SBC によって呼び出され、SIP メッセージに適用されます。これらのエディタは、SBC に設定された
本文、ヘッダー、メソッド、オプション、およびパラメータ エディタとともに使用できます。
スクリプト セットの設定後、スクリプト セット上でアイソレーション テストおよびライブ テストを実
行し、正しく動作することを確認できます。

SBC では、一度に 1 つのスクリプト セットだけをアクティブにできます。ただし、複数のスクリプト
セットの定義や、後で使用するための準備は可能です。スクリプト セットは、要件に従ってアクティ
ブ状態から非アクティブ状態に（またはその逆に）切り替えることができます。
ここでは、Lua スクリプトの作成と、スクリプトベースの編集の設定について説明します。

• 「スクリプトベースの編集のための Lua スクリプトの作成」（P.574）
• 「SBC 上でのスクリプトベースのエディタの設定」（P.580）
• 「スクリプトベースのエディタの作成および設定：例」（P.587）

スクリプトベースの編集のための Lua スクリプトの作成
ここでは、スクリプトベースの編集のための Lua スクリプトの作成中に使用できる情報について説明
します。

• 「組み込み Lua クラス」（P.574）
• 「組み込みアプリケーション変数」（P.578）
• 「組み込みロガー関数」（P.579）
• 「組み込み登録関数」（P.580）
• 「ユーザ定義によるアプリケーション変数」（P.580）

組み込み Lua クラス
Lua スクリプトは、SIP メッセージの SDP 本文内の各ノードを参照する XPath-compatible メソッドを
使用します。次に、XML 形式のサンプル SDP 本文の例を示します。記述された Lua コード内では、
各 XML タグが、そのパスによって一意に識別されます。構文ベースの関数（「MeBlock クラス」
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（P.575）で説明されている MeBlock:select_by_syntax 関数など）は、その関数に渡されるパスに基づ
いたデータを受け入れて処理できます。パスはスラッシュで区切られた文字列です。たとえば、
sdp/media[1]/line[3] パスは、1 番めの media タグの 3 行めを識別します。したがって、
sdp/media[1]/line[3] パスは b=AS:64 を示します。
<sdp>
<line>v=0</line>
<line>o=user1 12345 12346 IN IP4 192.0.2.27</line>
<line>s=-</line>
<line>c=IN IP4 0.0.0.0</line>
<line>t=0 0</line>
<line>r=604800 3600 0 90000</line>
<line>r=7d 1h 0 25h</line>
<line>a=foo</line>
<media>
<line>m=audio 32768 RTP/AVP 0 101</line>
<line>c=IN IP4 0.0.0.0</line>
<line>b=AS:64</line>
<line>a=rtpmap:0 PCMU/8000</line>
<line>a=rtpmap:101 telephone-event/8000</line>
<line>a=ptime:20</line>
</media>
<media>
<line>m=video 32770 RTP/AVP 112</line>
<line>a=rtpmap:112 mpeg4-generic/48000</line>
</media>
</sdp>

SIP メッセージの SDP 本文を変更するスクリプトを記述している場合は、次の組み込み Lua クラスを
使用できます。

MeMsg クラス
MeMsg クラスのオブジェクトには、すべての SIP メッセージを含む、メッセージの最上位の構造が含
まれます。表 6 では、このクラスの関数について説明します。
表 6

MeMsg クラスの関数

機能

説明

:get_sdp() or .sdp

SDP 本文を保持する MeBlock オブジェクトを返
します。

:get_current_edit_point

現在の編集ポイント（before-receive または
after-send）を返します。

:reject(error_code)

SIP 要求を失敗するか、応答を廃棄します。

:get_app_variables() or .app_variable

アプリケーション変数のテーブルを返します。

MeBlock クラス
MeBlock クラスのオブジェクトは、SDP ツリー内のノードを表します。ブロックはアクセス文字列に
使用される SDP の連続サブセットです。表 7 では、MeBlock クラスの関数について説明します。
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表 7

MeBlock クラスの関数

機能

説明

.new(syntax)

構文を使用してブロックを構築します。

:get_type() or .type

MeBlock オブジェクトの構文タイプ（line、
media、または sdp）を返します。

:get_parent() or .parent

この MeBlock オブジェクトの親（ルートの別の
MeBlock オブジェクトまたは NIL）を返します。

:get_children() or .children

ブロックの子要素を含む MeSelection オブジェク
トを返します。

:select_by_prefix(text_prefix)

指定されたプレフィクスを持つ MeBlock オブ
ジェクトのすべての行を含む MeSelection オブ
ジェクトを返します。

:select_by_syntax(syntax_path)

指定された構文パスに適合するサブブロックを含
む MeSelection オブジェクトを返します。ここで
は、構文はブロック タイプ（line、media など）
を示します。

:insert_child_last(new_block)

すべての既存の子オブジェクトの後の、この

MeBlock の下に MeBlock オブジェクトを挿入し
ます。

:insert_child_before(new_block, sibling)

指定された既存の子オブジェクトの前の、この

MeBlock の下に MeBlock オブジェクトを挿入し
ます。

:insert_child_after(new_block, sibling)

指定された既存の子オブジェクトの後の、この

MeBlock の下に MeBlock オブジェクトを挿入し
ます。

:delete()

この MeBlock オブジェクトを削除します。

:delete_children()

この MeBlock オブジェクトのすべてのサブブ
ロックを削除し、オブジェクトを空白のままにし
ます。

MeSelection クラス
MeSelection クラスのオブジェクトは、MeBlock オブジェクトのリストです。MeSelection クラスのオ
ブジェクトは、一連の行の処理に使用されます。また、親ブロック内の子ブロックの処理に使用できま
す。MeSelection オブジェクトは、メッセージ内に表示される順序で MeBlock オブジェクトを配列し
ます。表 8 では、MeSelection クラスの関数について説明します。

表 8

MeSelection クラスの関数

機能

説明

:empty()

この選択が空白の場合、TRUE を返します。
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表 8

MeSelection クラスの関数 （続き）

機能

説明

:iter()

MeSelection オブジェクト内のすべてのオブジェ
クト上で指定されたアクションを実行する一般的
な For イテレータを返します。各オブジェクトは
MeBlock クラスの一部またはそのサブクラスで
す。

[] operator

MeSelection オブジェクト内で n 番めのブロック
を取得するには、この 1 ベースのアレイ オペ
レータを使用します。ネガティブ アレイ イン
デックスもサポートされます。

MeTextBlock クラス
MeTextBlock クラスのオブジェクトは、テキストの割り当て、作成、または操作に使用されます。表 9
では、このクラスの関数について説明します。

表 9

MeTextBlock クラスの関数

機能

説明

.new(type,text)

:get_text() or .text

指定されたテキストを使用して特定のタイプ
（line、media など）の新しいブロックを構築しま
す。

MeTextBlock オブジェクトのテキストを返しま
す。

:set_text()

MeTextBlock オブジェクトのテキストを設定し
ます。この関数が呼び出された場合、既存のテキ
ストが置き換えられることに注意してください。

:find(args)

この MeTextBlock オブジェクトのテキスト上で、
string.find(args) を呼び出します。

:match(args)

この MeTextBlock オブジェクトのテキスト上で、
string.match(args) を呼び出します。

:replace(args)

この MeTextBlock オブジェクトのテキスト上で、
string.gsub(args) を呼び出します。

MeSdp クラス
MeSdp クラスのオブジェクトは、SDP 本文の特定の部分を取得するために使用されます。表 10 では、
このクラスの関数について説明します。

表 10

MeSdp クラスの関数

機能

説明

:get_session_lines() or .session_lines

SDP 本文セッション行を含む MeSelection オブ
ジェクトを返します。

:get_media_blocks() or .media_blocks

メディア ブロックを含む MeSelection オブジェ
クトを返します。
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MeSdpMedia クラス
MeSdpMedia クラスのオブジェクトは、SDP メディア ブロックを作成または取得するために使用され
ます。表 11 では、このクラスの関数について説明します。
表 11

MeSdpMedia クラスの関数

機能

説明

.new(text)

指定されたテキストを使用してメディア構文（ま
たはブロック タイプ）のブロックを構築します。

:get_media_lines() or .media_lines

MeSdpMedia オブジェクトのメディア行を含む
MeSelection オブジェクトを返します。

MeSdpLine クラス
MeSDPLine クラスのオブジェクトは、SDP メッセージ内の行を作成するために使用されます。表 12
では、このクラスの関数について説明します。

表 12

MeSdpLine クラスの関数

機能

説明

.new(text)

指定されたテキストを使用する行構文（またはブ
ロック タイプ）のブロックを構築します。

組み込みアプリケーション変数
ここでは、Lua スクリプトの書き込み時に使用できる組み込みアプリケーション変数について説明しま
す。
組み込みアプリケーション変数（隣接およびトランスポート値の設定データなど）は、SBC によって
初期化され、Lua スクリプトで使用できます。これらは読み取り専用で、文字列 msg. または adj. で
開始します。これらのプレフィクスでは変数を作成できないため、予約されます。
表 13 では、スクリプト内でアクセスできる組み込みアプリケーション変数について説明します。

表 13

組み込みアプリケーション変数

変数

説明

adj.account

隣接アカウント。

adj.dest_addr

隣接シグナリング ピア。

adj.dest_port

隣接シグナリング ピア ポート。

adj.group

隣接グループ。

adj.home_net_id

隣接ホーム ネットワーク ID。

adj.ip_realm

隣接レルム。

adj.lcl_addr

隣接シグナリング アドレス。

adj.lcl_port

隣接シグナリング ポート。

adj.lcl_id

隣接ローカル ID。
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表 13

組み込みアプリケーション変数 （続き）

変数

説明

adj.listen_trans

隣接リッスン トランスポート。

adj.mandatory_trans

隣接必須トランスポート。

adj.med_loc

隣接メディア位置。

adj.name

隣接名。

adj.preferred_trans

隣接優先トランスポート。

adj.trust_level

隣接信頼レベル。

adj.target_reg_addr

隣接登録ターゲット アドレス。

adj.targrt_reg_port

隣接登録ターゲット ポート。

adj.visited_net_id

隣接訪問ネットワーク ID。

adj.vpn_id

隣接 VPN ID。

msg.status_code

応答のステータス コード。SIP 応答メッセージの
ステータス コードの文字列を返します。SIP 要求
メッセージの空白の文字列を返します。

msg.header("name").value

メッセージ内にある name という名前の最初の
ヘッダーの値。nonvital ヘッダーだけが、この関
数で使用できます。

msg.header("name").uri.tel_uri.number

name という名前の最初のヘッダー内にある TEL
URI のディレクトリ番号。SIP URI で使用する場
合、空白の文字列が返されます。To ヘッダーと
From ヘッダーだけが、この関数で使用できま
す。

msg.header("name").uri.sip_uri.user

name という名前の最初のヘッダー内にある SIP
URI または SIPS URI のユーザ名。TEL URI で
使用する場合、空白の文字列が返されます。To
ヘッダーと From ヘッダーだけが、この関数で使
用できます。

msg.lcl_ip_addr

メッセージを受信したアドレス。

msg.lcl_port

メッセージを受信したポート。

msg.rmt_ip_addr

前のホップ IP アドレス。

msg.rmt_port

前のホップ ポート。

組み込みロガー関数
ログを作成するために、次のロガー関数を呼び出すことができます。

• デバッグ レベル 30 で MeLogger.debug(text) ログ
• 詳細レベル 50 で MeLogger.detail(text) ログ
• 情報レベル 60 で MeLogger.info(text) ログ
• コンフィグ レベル 63 で MeLogger.config(text) ログ
• 警告レベル 70 で MeLogger.warn(text) ログ
• エラー レベル 80 で MeLogger.error(text) ログ
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組み込み登録関数
SBC に関数をエディタとして登録するには、次の関数を使用します。
MeEditor.register(edit_point,editor_name,edit_func)
スクリプトにこの行を含めることにより、関数をエディタとして SBC に登録し、関数にエディタとし
ての名前を割り当て、SIP メッセージ上で関数がエディタとして適用されるポイントを指定できます。
次に、MeEditor.register 関数の引数を示します。

• edit_point：次の値のいずれかを受け入れます。
– AFTER_SEND：発信メッセージが隣接によって処理された後、および隣接から転送される直前
に編集されるように指定します。

– BEFORE_RECEIVE：着信メッセージが隣接で受信された直後、および隣接が処理を開始する前
に編集されるように指定します。

• editor_name：エディタに割り当てる名前を指定します。

（注）

スクリプト セット内のエディタに割り当てる名前は一意である必要があります。ただし、異な
るスクリプト セット内のエディタには同じ名前を付けることができます。

• edit_func は、スクリプト内でエディタとして指定する関数の名前です。
次に、hello_world Lua 関数をエディタとして登録する例を示します。
MeEditor.register(MeEditor.BEFORE_RECEIVE,
"hello_world_editor",
hello_world)

ユーザ定義によるアプリケーション変数
ユーザ定義によるアプリケーション変数は、Lua 編集関数間や、スクリプト ベースのエディタと SBC
上で直接設定された本文、ヘッダー、メソッド、オプション、およびパラメータ エディタとの間で
ユーザ情報を渡すために使用されます。

SBC 上でのスクリプトベースのエディタの設定
このタスクでは、SBC 上でスクリプトベースのエディタを設定する例を示します。

（注）

このタスクを実行する前に、スクリプトをオフラインで作成し、SBC からアクセス可能な場所にスク
リプト ファイルを置きます。Trivial File Transfer Protocol（TFTP）、ファイル転送プロトコル（FTP）、
リモート コピー プロトコル（RCP）、セキュア コピー プロトコル（SCP）、または他のサポートされて
いるアプリケーションを使用して、スクリプト ファイルを SBC にコピーします。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. script-set set-number lua
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5. script script-name
6. load-order order-index-number
7. type {full | wrapped edit-point {before-receive | after-send | both}}
8. filename {bootflash: | flash: | fpd: | nvram: | obfl: | any-other-device}
9. exit
10. complete
11. end
12. test sbc message sip filename device-type:file-name script-set script-set-number {after-send |
before-receive} editors {editor1-name [editor2-name] [editor3-name] ...[editor8-name]}
13. configure terminal
14. sbc sbc-name
15. sbe
16. adjacency sip adjacency-name
17. test script-set set-number
18. exit
19. active-script-set script-set-number
20. adjacency sip adjacency-name
21. editor-list {after-send | before-receive}
22. editor order-number editor-name [condition [body contains sdp]]
23. end
24. show sbc sbc-name sbe script-set set-number [script script-name [line-numbers] | program
[line-numbers] | statistics]
25. clear sbc sbc-name sbe script-set-stats set-number [editors-stats editor-name]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

script-set set-number lua

例：
Router(config-sbc-sbe)# script-set 20 lua

Lua プログラム言語を使用して記述されたスクリプ
トで構成されるスクリプト セットを設定します。
• set-number：スクリプト セットの番号。範囲は
1 ～ 2147483647 です。
スクリプトセット コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 5

script script-name

例：
Router(config-sbc-sbe-script-set)# script SBCScript

スクリプト セット内のスクリプトを設定します。ス
クリプト セット内で複数のスクリプトが設定できる
ことに注意してください。

• script-name：スクリプト名。
スクリプト コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 6

load-order order-index-number

例：
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# load-order 2

スクリプトのロード順序を指定します。スクリプト
は、順序インデックス番号の昇順でロードされます。
たとえば、順序インデックス番号 4 を持つスクリプ
トは、順序インデックス番号 6 を持つスクリプトの
前にロードされます。

• order-index-number：順序インデックス番号を
ロードします。範囲は 1 ～ 4294967295 です。
デフォルトの順序インデックス番号は 100 です。
後から追加されるスクリプトで load-order コマ
ンドが実行されていない場合、デフォルトの順
序インデックス番号は 100 の倍数で設定されま
す（200、300、400 など）。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

type {full | wrapped edit-point {after-send |
before-receive | both}}

スクリプト タイプを指定します。

• full：自動生成なしのフル スクリプトを指定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# type full

• wrapped edit-point：ファイルから自動生成さ
れるスクリプトと、自動登録で使用される編集
ポイントを指定します。次のいずれかの編集ポ
イントを指定できます。

– after-send：発信メッセージが隣接によって
処理された後、および隣接から転送される
直前に編集されるように指定します。

– before-receive：着信メッセージが隣接で受
信された直後、および隣接が処理を開始す
る前に編集されるように指定します。

– both：メッセージの編集を、SBC によって
処理される前と後の両方ともイネーブルに
します。
ステップ 8

filename {device-type:file-path-and-name}

スクリプト ファイルのパスと名前を指定します。

• device-type：ルータにインストールされている
例：
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# filename
bootflash:lua1.lua

次のいずれか、または他のストレージ デバイス
です。

– bootflash:
– flash:
– fpd:
– nvram:
– obfl:
ファイル システムのデバイスのリストが動的に
作成され、表示されます。ハード ディスクなど
のように、プラットフォームで使用できるその
他のデバイスも、このコマンドで使用できます。

• file-path-and-name：指定されたストレージ デ
バイス上のスクリプト ファイルのフル パスおよ
び名前。
ステップ 9

exit

スクリプト コンフィギュレーション モードを終了
し、スクリプトセット コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# exit

ステップ 10 complete

スクリプトを検証し、ロードします。

例：
Router(config-sbc-sbe-script-set)# complete

検証プロセス中に構文エラーが発生した場合は、エ
ラー メッセージが表示されます。スクリプトが構文
上正しい場合は、メモリにロードされ、エディタが
Lua ランタイム環境に登録されます。必要に応じて、
特権 EXEC モードに切り替え、show sbc sbe editors
コマンドを実行してエディタが正しく登録されてい
ることを確認できます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 end

目的
スクリプトセット コンフィギュレーション モードを
終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-script-set)# end

ステップ 12 test sbc message sip filename device-type:file-name

スクリプトベースのエディタのアイソレーション テ

script-set script-set-number {after-send |
ストを実行します。
before-receive} editors {editor1-name [editor2-name]
[editor3-name] . . . [editor8-name]}
（注） アイソレーション テストの実行は任意です

例：
Router# test sbc message sip filename bootflash:inv
script-set 123 after-send editors sdp_add_after
my-header-editor

が、この手順を実行することを推奨します。
手順の詳細については、「スクリプトベース
のエディタのアイソレーション テスト：例」
（P.589）を参照してください。

• device-type：エディタをテストする SIP メッ
セージを含むファイルを保存する、ストレージ
デバイスのタイプ。コマンドライン インター
フェイス（CLI）では、test sbc message sip
filename script-set editors コマンドの後に ?
マークを入力すると、ルータにインストールさ
れているすべてのストレージ デバイスのリスト
が表示されます。ルータにインストールされて
いるデバイスは、次のいずれか、または他のス
トレージ デバイスです。

bootflash:
flash:
fpd:
nvram:
obfl:
ファイル システムのデバイスのリストが動的に
作成され、表示されます。ハード ディスクなど
のように、プラットフォームで使用できるその
他のデバイスも、このコマンドで使用できます。

• file-name：エディタをテストする SIP メッセー
ジが含まれているファイルの名前。

• script-set-number：テストするエディタが含ま
れるスクリプト セットの数。

• after-send：発信メッセージが隣接によって処
理された後、および隣接から転送される直前に
編集されるように指定します。

• before-receive：着信メッセージが隣接で受信さ
れた直後、および隣接が処理を開始する前に編
集されるように指定します。

• editor1-name ...editor8-name：エディタの名前。
最大 8 のエディタを指定できます。少なくとも
1 つのエディタを指定する必要があります。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13 configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router# configure terminal

ステップ 14 sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 15 sbe

SBC の SBE コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 16 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接コンフィギュレーション モードを開始
します。

• adjacency-name：隣接名。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1

ステップ 17 test script-set script-set-number
例：

スクリプト ベースのエディタのライブ テストを実行
します。
（注）

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# test script-set 123

ライブ テストの実行は任意ですが、この手
順を実行することを推奨します。詳細につい
ては、「スクリプトベースのエディタのライ
ブ テスト：例」（P.591）を参照してくださ
い。

• script-set-number：スクリプト セットの番号。
ステップ 18 exit

SIP 隣接コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 19 active-script-set script-set-number

スクリプト セットをアクティブにします。

• script-set-number：スクリプト セットの番号。
例：
Router(config-sbc-sbe)# active-script-set 20

（注）

特定のスクリプト セットのために

active-script-set コマンドを実行すると、そ
のスクリプト セットがアクティブな場合、
自動的に非アクティブ状態になります。非ア
クティブなスクリプト セットのエディタは、
SIP メッセージに適用されません。
active-script-set コマンドを実行して、非ア
クティブ状態のスクリプト セットをアク
ティブ状態に切り替えることができます。

ステップ 20 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接コンフィギュレーション モードを開始
します。

• adjacency-name：隣接名。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
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コマンドまたはアクション
ステップ 21 editor-list {after-send | before-receive}

目的
エディタのリストを設定します。

• after-send：発信メッセージが隣接によって処
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# editor-list
after-send

理された後、および隣接から転送される直前に
編集されるように指定します。

• before-receive：着信メッセージが隣接で受信さ
れた直後、および隣接が処理を開始する前に編
集されるように指定します。

SIP エディタ コンフィギュレーション モードを開始
します。
ステップ 22 editor order-number editor-name [condition [body
contains sdp]]

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ed)# editor 2
sdp_add_after condition body contains sdp

エディタ リストのエディタを設定します。シーケン
スに適用する各エディタに対し、このコマンドを実
行してエディタ リスト内のエディタの順序を指定し
ます。
（注）

エディタ リスト内では、スクリプト ベース
のエディタと、本文、ヘッダー、メソッド、
オプション、およびパラメータ エディタと
の任意の組み合わせを追加できます。

• order-number：エディタが適用される順序です。
範囲は 1 ～ 2147483647 です。
• editor-name：隣接で処理されたメッセージに適
用するエディタの名前。

• condition：適用されるエディタに 1 つまたは複
数の条件を指定します。

• body contains sdp：メッセージ本文が SDP
ベースのコンテンツとなるように指定します。
エディタはこの条件が満たされた場合にだけ適
用されます。スクリプト ベースのエディタのコ
マンドには body contains sdp が含まれます。
ステップ 23 end

SIP エディタ コンフィギュレーション モードを終了
し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 24 show sbc sbc-name sbe script-set set-number [script
script-name [line-numbers] | program [line-numbers]
| statistics]

設定されたすべてのスクリプト セットに関する詳細
の概要が表示されるか、または指定されたスクリプ
ト セットの詳細が表示されます。

• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router# show sbc mysbc sbe script-set 20 script
SBCscript line-numbers

• set-number：スクリプト セットの番号。範囲は
1 ～ 2147483647 です。
• program：すべてのスクリプトが単一のプログ
ラムとして表示されるように指定します。

• line-numbers：スクリプトを表示する際に行番
号が含まれるように指定します。

• script：スクリプト セットから単一のスクリプ
トの詳細を表示するように指定します。

• script-name：表示されるスクリプトの名前。
• statistics：スクリプト セットの統計情報を表示
するように指定します。
ステップ 25 clear sbc sbc-name sbe script-set-stats
script-set-number [editors-stats editor-name]

以前に保存されたスクリプト セットに関連する統計
情報をクリアします。

• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router# clear sbc mysbc sbe script-set-stats 1

• script-set-number：スクリプト セットの番号。
範囲は 1 ～ 2147483647 です。
• editor-stats：特定のエディタのスクリプト セッ
トの統計情報をクリアするように指定します。

• editor-name：エディタの名前。
次に、show sbc sbe script-set コマンドを使用してスクリプト セットの概要を表示する例を示します。
Router# show sbc mySbc sbe script-set 1
name
language
complete
active status
---------------------------------------------------script-set 1
lua
yes
no
ok
script
order
filename
-----------------------------------------------------edit_invite_1
1
bootflash:lua_1.lua
edit_invite_2
2
bootflash:lua_2.lua
edit_invite_3
3
bootflash:lua_3.lua

スクリプトベースのエディタの作成および設定：例
ここでは、スクリプトベースのエディタのサンプルを作成および設定する方法について説明します。

• 「Lua スクリプトの作成：例」（P.588）
• 「スクリプトベースのエディタの設定：例」（P.589）
• 「スクリプトベースのエディタのアイソレーション テスト：例」（P.589）
• 「スクリプトベースのエディタのライブ テスト：例」（P.591）
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Lua スクリプトの作成：例
ここでは、サンプル Lua スクリプトのリスティングについて説明します。

• 「SDP 本文へのテキストの追加：例」（P.588）
• 「SDP 本文からの行の削除：例」（P.588）
• 「SDP 本文内のテキストの置き換え：例」（P.588）

SDP 本文へのテキストの追加：例
次に、Lua スクリプトを使用して SDP 本文の最後に sdp_add_after added this line を追加する例を
示します。
function append_text(msg)
msg.sdp:insert_child_last(MeSdpLine.new("sdp_add_after added this line"))
end

次に、上記の例の append_text Lua 関数をエディタとして登録する行の例を示します。この例では、エ
ディタは sdp_add_after という名前です。
MeEditor.register(MeEditor.BEFORE_RECEIVE,"sdp_add_after",append_text)

（注）

エディタは、エディタ コードのあるスクリプトを含むスクリプト セットが SBC 上に設定された場合に
SBC に登録されます。
このスクリプトの完全なコード リストは次のとおりです。
function append_text(msg)
msg.sdp:insert_child_last(MeSdpLine.new("sdp_add_after added this line"))
end
MeEditor.register(MeEditor.BEFORE_RECEIVE,"sdp_add_after",append_text)

.lua ファイル内にこれらの行を保存し、SBC にファイルをコピーしてから、「SBC 上でのスクリプト
ベースのエディタの設定」（P.580）で説明されている手順を実行してエディタを設定およびテストでき
ます。

SDP 本文からの行の削除：例
次のスクリプトは、SIP メッセージの SDP 本文から a=deleteme で始まるすべての行を削除します。
function delete_lines(msg)
for line in msg.sdp:select_by_prefix("a=deleteme"):iter() do
line:delete()
end
end
MeEditor.register(MeEditor.BEFORE_RECEIVE,"Delete_a_Lines",delete_lines)

SDP 本文内のテキストの置き換え：例
次のスクリプトは、SDP 本文内の rtpmap を srtp_remap に置き換えます。
function replace_text(msg)
msg.sdp:replace("rtpmap","srtp_remap")
end
MeEditor.register(MeEditor.AFTER_SEND,"Switch_Protocol",replace_text)
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スクリプトベースのエディタの設定：例
次に、上記の例で作成されたスクリプト セットを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# script-set 20 lua
Router(config-sbc-sbe-script-set)# script SBCScript
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# load-order 2
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# type full
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# filename bootflash:lua1.lua
Router(config-sbc-sbe-scrpset-script)# exit
Router(config-sbc-sbe-script-set)# complete
Router(config-sbc-sbe-script-set)# end
Router# test sbc message sip filename bootflash:inv script-set 123 after-send editors
sdp_add_after my-header-editor
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# test script-set 123
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbc-sbe)# active-script-set 20
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# editor-list after-send
Router(config-sbc-sbe-adj-sip-ed)# editor 2 sdp_add_after condition body contains sdp
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end
Router# show sbc mysbc sbe script-set 20 script SBCscript line-numbers

スクリプトベースのエディタのアイソレーション テスト：例
スクリプトベースのエディタのアイソレーション テスト中に、SDP 編集設定が単独でテストされます。
他の SBC 処理の形式は実行されません。アイソレーション テストでは、編集設定とその他の設定の間
の相互作用（番号検証設定など）は表示されません。

test sbc message コマンドは、SIP メッセージでのアイソレーション テストの実行に使用されます。こ
のコマンドは、有効なプロトコル メッセージを含むファイルをロードして、ユーザが指定したエディ
タのリストをメッセージに適用します。編集とルーティング決定の間の相互作用の詳細は表示されませ
ん。最大 8 のエディタをコマンド内に指定できます。エディタが指定される順序は、適用される順序と
同じになります。コマンド内では特定のスクリプト セットの一部ではないプロファイル エディタも指
定できることに注意してください。
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次の例では、script-set 123 で sdp_add_after が定義され、sip header-editor コマンドを使用して
my_header_editor が設定される例を示します。sdp_add_after エディタは、上記の項の説明の中で例と
して挙げられています。太字で強調表示されている行は、エディタによって実行されるアクションを示
します。
Router# test sbc message sip filename bootflash:inv script-set 123 after-send editors
sdp_add_after my-header-editor
INVITE sip:john@example.com:55060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.195;branch=z9hG4bKff9b46fb055c0521cc24024da96cd290
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.195:55061;branch=z9hG4bK291d90e31a47b225bd0ddff4353e9c
c0
From: <sip:192.0.2.195:55061;user=phone>;tag=GR52RWG346-34
To: "john@example.com" <sip:john@example.com:55060>
Call-ID: 12013223@192.0.2.195
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:192.0.2.195:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length:
229
v=0
o=Clarent 120386 120387 IN IP4 192.0.2.196
s=Clarent C5CM
c=IN IP4 192.0.2.196
t=0 0
m=audio 40376 RTP/AVP 8 18 4 0
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=SendRecv
%Test successful, edited message:
INVITE sip:john@example.com:55060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.195;branch=z9hG4bKff9b46fb055c0521cc24024da96cd290
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.195:55061;branch=z9hG4bK291d90e31a47b225bd0ddff4353e9c
c0
From: <sip:192.0.2.195:55061;user=phone>;tag=GR52RWG346-34
To: "john@example.com" <sip:john@example.com:55060>
Call-ID: 12013223@192.0.2.195
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:192.0.2.195:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 258
name: cisco
v=0
o=Clarent 120386 120387 IN IP4 192.0.2.196
s=Clarent C5CM
c=IN IP4 192.0.2.196
t=0 0
m=audio 40376 RTP/AVP 8 18 4 0
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=SendRecv
sdp_add_after added this line

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

590

OL-19820-11-J

SIP メッセージの操作
スクリプトベースのエディタの使用による SDP の編集

スクリプトベースのエディタのライブ テスト：例
スクリプトベースのエディタのライブ テスト中は、隣接はテスト隣接として設定されます。その隣接
でのメッセージのインバウンド編集およびアウトバウンド編集は、現在アクティブなスクリプト セッ
トの代わりに test script-set コマンドで指定されたスクリプト セットを使用して実行されます。次は、
サンプル コマンドです。
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# test script-set 123

（注）

アクティブなスクリプト セットは active-script-set コマンドによって指定されます。test script-set コ
マンドを実行するスクリプト セット上で、active-script-set コマンドが実行されていないことを確認す
る必要があります。
プロファイル エディタはスクリプト セットに関連付けられていないため、test script-set コマンドをプ
ロファイル エディタの確認に使用することはできません。テストにプロファイル エディタを含めるに
は、最初にテスト隣接で editor-list コマンドを使用してプロファイル エディタを設定します。
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シグナリング輻輳処理
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、外部イベントが Session Border Controller（SBC）の
性能を超えるユーザ アクティビティの大規模なバーストの原因になる可能性がある場合、パフォーマ
ンスを向上するためのシグナリング輻輳処理をサポートします。これまでは、このような状況で SBC
はパケットを廃棄し、パケットを再送信するためにエンドポイントへの送信が発生していました。これ
は、システムの負荷が上がり、遅延や廃棄レートをさらに増加させます。少ない割合のコールだけが成
功し（評価性能よりもずっと低い）、接続にかなりの時間がかかります。
輻輳処理の機能強化により、SBC は、負荷がかかった状態でコール セットアップおよび登録の成功率
を、少なくともその評価性能の 2 倍まで向上します。再送信を防止するため、処理できない SIP コール
または REGISTER を拒否することで、これを実現します。拒否メッセージには、リトライの送信時に
送信側エンドポイントを通知するランダムな RETRY-AFTER ヘッダーが含まれています。
着信動作を拒否する主な利点は、次のとおりです。

• 再送信の防止
• システムの遅延を許容レベルで維持する

（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
シグナリング輻輳処理の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「シグナリング輻輳処理の制約事項」（P.594）
• 「シグナリング輻輳処理の設定」（P.594）
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シグナリング輻輳処理の制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）で輻輳処理の機能拡張を設定する場合、次の制約事項が適
用されます。

• SBC は、シグナリング輻輳処理をグローバルな SBC 輻輳レベルだけでサポートします。輻輳処理
は、特定処理の送信元または受信側からのフロー制御を向上するものではありません。

• シグナリング輻輳処理は、out-of-dialog 要求による SIP シグナリングの作業負荷に対処します。
INVITE メッセージおよび REGISTER メッセージはテストだけです。

シグナリング輻輳処理の設定
シグナリング輻輳処理はデフォルトでオンになっていますが、その状態にかかわらず、拒否メッセージ
コードを変更するように設定することができます。

（注）

拒否メッセージ コードは、輻輳中に送信者に返すコードです。デフォルトの拒否メッセージ コードは
503 です。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、シグナリング輻輳処理の機能拡張をイネーブルにする
ために、次の設定を行う必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. congestion sip reject-code valid-reject-code
5. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

セッション ボーダー コントローラ（SBC）コンフィギュレーショ
ン サブモードを開始します。

例：
Router(config)# sbc test

ステップ 3

Signaling Border Element（SBE）コンフィギュレーション サブ

sbe

モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

congestion sip reject-code
valid-reject-code

輻輳処理の拒否メッセージ コードを変更します。デフォルトの拒
否メッセージ コードは 503 です。

例：
Router(config-sbc-sbe)# congestion sip
rejeact-code 350

ステップ 5

exit

例：
Router(config-sbc-sbe)# exit
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SIP IP-FQDN URI 変換
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プ
ロトコル）メッセージの Request-URI、To ヘッダー、および From ヘッダーで IP アドレスと
Fully-Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）間の変換がサポートされます。Session
Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントローラ）は SIP デバイスに相互接続でき、特定の
SIP Uniform Resource Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）形式を想定できます。
（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

IP から FQDN URI への変換サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP IP から FQDN URI への変換に関する制約事項」（P.597）
• 「SIP IP から FQDN URI への変換に関する情報」（P.598）
• 「SIP IP から FQDN URI への変換の設定」（P.599）
• 「SIP IP から FQDN URI への変換の設定例」（P.600）

SIP IP から FQDN URI への変換に関する制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SIP IP から FQDN URI への変換を設定する際には、次
の制約事項が適用されます。

• 変換に必要な各 IP アドレスと FQDN は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で明示的に
設定する必要があります。
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• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、各 IP アドレスと FQDN のマッピングを 1 つだ
け設定します。

• 双方向マッピングを設定する場合は、FQDN は固有でなければなりません。SBC は、複数の IP ア
ドレスを単一の FQDN にマップする（IP1 -> FQDN1、IP2 -> FQDN1）よう設定できますが、単
一の FQDN を複数の IP アドレスにマップするよう設定できません。

SIP IP から FQDN URI への変換に関する情報
URI 変換
Request-URI、To ヘッダー、および From ヘッダー内の URI は、入力隣接と出力隣接の設定に基づい
て変換されます。

SIP または SIP URI のドメイン部分が変換されるのは、変換を設定して、IP と FQDN とのマッピング
テーブルでマッピングが検出された後です。マッピングが検出されなかった場合は、SIP 要求は、ドメ
イン部分での変更を行わずに転送されます。
次に、INVITE の例を示します（関連する部分だけが示されています）。
INVITE sip:conf-server@12.34.56.78 SIP/2.0
From: End-User <sip:end-user@100.101.102.103>;tag=5678-EFGH
To: Conf-Server <sip:conf-server@12.34.56.78>

これは、次のように変換可能です。
INVITE sip:conf-server@example1.com SIP/2.0
From: End-User <sip:end-user@example2.com>;tag=5678-EFGH
To: Conf-Server <sip:conf-server@example1.com>

逆の変換も可能です。

To ヘッダーと From ヘッダーは、最初のコールの確立時に設定され、後で変更させません。そのため、
マッピング テーブルの変更が既存のコールに影響することはありません。
隣接でのアウトバウンド要求について変換を設定できるのは、1 つの方向（たとえば、IP アドレスから
FQDN）だけです。URI のドメイン部分は、IP アドレスである場合に限り変換されます。これがすで
に FQDN である場合は、変換は不要です。同様に、隣接でのインバウンド要求について変換を設定で
きるのは、1 つの方向だけです。これは通常、インバウンド要求から他の方向になります。
発信 Request-URI の DNS lookup を防ぐために、IP->FQDN 変換では、厳密なルーティングを実施す
る「force-signaling-peer」が設定されます。

FQDN を変換するには、大文字と小文字が完全に一致しない必要があります。たとえば、マッピング
「aaa.com <-> 1.1.1.1」は、ドメイン「web.aaa.com」とは一致しませんが、ドメイン「AAA.com 」と
は一致します。

（注）

隣接について SIP から Tel URI への変換も設定できる場合は、これは IP アドレスと FQDN 間の変換よ
りも優先されます。出力隣接が To ヘッダーまたは From ヘッダーを書き換えるよう設定されている場
合は、これも IP アドレスと FQDN 間の変換よりも優先されます。
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SIP IP から FQDN URI への変換の設定
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Request-URI、To ヘッダー、および From ヘッダー
で IP アドレスから FQDN への変換と FQDN から IP アドレスへの変換を行うために、IP アドレスと
FQDN 間の設定可能なマッピングが提供されます。この動作は、入力隣接と出力隣接のいずれかまた
は両方になることがある SIP 隣接で設定できます。入力隣接で設定する場合は、変換された URI は、
ルーティング、スクリーニング、データ変更、CAC ポリシー、および CDR への入力として使用され
ます。
ここでは、SIP IP から FQDN URI への変換機能を設定するための手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. translate {request-uri | to | from} {inbound | outbound} {ip-fqdn | fqdn-ip}
6. exit
7. sip ip-fqdn-mapping index ipv4 ip-address fqdn {both-ways | ip-to-fqdn}
8. exit
9. exit
10. exit
11. show sbc sbc-name sbe sip ip-fqdn-mapping
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config terminal

ステップ 2

セッション ボーダー コントローラ（SBC）コンフィギュレーショ
ン サブモードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc test

ステップ 3

Signaling Border Element（SBE）コンフィギュレーション サブ

sbe

モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

隣接 SIP コンフィギュレーション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
adj1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

translate {request-uri | to | from}
{inbound | outbound} {ip-fqdn | fqdn-ip}

SBE で IP から FQDN または FQDN から IP への変換を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# translate
request-uri inbound ip-fqdn

ステップ 6

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

sip ip-fqdn-mapping index ipv4 ip-address
fqdn {both-ways | ip-to-fqdn}

SBE で SIP IP と FQDN とのマッピングを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip
ip-fqdn-mapping 1 ipv4 11.22.33.41
example.sbc1.com both-ways

ステップ 8

exit

例：
Router(config-sbc-sbe)# exit

ステップ 9

exit

例：
Router(config-sbc)# exit

ステップ 10 exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config)# exit

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe sip ip-fqdn-mapping IP と FQDN とのマッピング テーブルで現在設定されている IP と
FQDN とのマッピングを表示します。
例：
Router# show sbc test sbe sip
ip-fqdn-mapping

SIP IP から FQDN URI への変換の設定例
次の例は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SIP IP から FQDN URI への変換を設定する
例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RouterRouter(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip adj1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# translate request-uri inbound ip-fqdn
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbc-sbe)# sip ip-fqdn-mapping 1 ipv4 11.22.33.41 example.sbc1.com both-ways
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Router(config-sbc-sbe)# exit
Router(config-sbc)# exit
Router(config)# exit
Router# show sbc test sbe sip ip-fqdn-mapping
IP FQDN mappings for SBC service "test"
Index Up?
1 Yes

IP Dir FQDN
11.22.33.41 <-> example.sbc1.com

* -> = one-way, <-> = both-ways
Router#
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SIP Tel URI サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロ
トコル）メッセージの Tel Uniform Resource Identifier（Tel URI; Tel ユニフォーム リソース識別子）
をサポートします。これによって、SIP ユーザは SIP IP 電話または SIP ユーザ エージェント アプリ
ケーションから Public Switched Telephone Network （PSTN; 公衆電話回線網）のエンドポイントへの
通話を設定できます。tel URI を SIP URI 接続方法に追加すると、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の機能性が大幅に向上します。たとえば、SIP と SIP URI とともに Request-URI として URI
が許可される場合は、SIP は tel URI を使用できます。
（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

SIP Tel URI サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP Tel URI サポートの制約事項」（P.603）
• 「SIP Tel URI サポートの概要」（P.604）

SIP Tel URI サポートの制約事項
次に、SIP tel URI サポートの制約事項の一覧を示します。

• 通常、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP Request-URI ヘッダーの
domain-name 部分を設定された信号ピア アドレスと発信隣接のポートに再度書き込みます。次に
例を示します。
sip:1234567@remote.com
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次のようになります。
sip:1234567@1.2.3.4:5060

• ただし、tel URI の場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ドメイン名を再書き込
みしませんが（ほとんど指定されない任意のパラメータであるため）、Carrier Identification Code
（CIC）パラメータまたは宛先ディレクトリ番号、あるいはその両方を再書き込みして、正しい発
信ルーティングを保証します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、160 バイトを超える tel URI を拒否します。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、CIC パラメータを除く、すべての tel URI 上のパ
ラメータを無視します。その他のすべてのパラメータは曖昧なストリングとして処理され、そのま
ま転送されます。この結果、ローカル スコープ tel URI の「phone-context」パラメータは検査さ
れず、URI は純粋に初期番号に基づいてルーティングされます。

SIP Tel URI サポートの概要
ローカル Tel URI とグローバル Tel URI
Tel URI にはローカルとグローバルがあります。グローバル tel URI はグローバルで一意です。ローカ
ル tel URI は、特定のローカル コンテキスト内だけで有効です。このため、すべてのローカル tel URI
には phone-context パラメータが含まれ、ローカル tel URI が有効であるコンテキストを指定します。
次に、グローバル tel URI とローカル tel URI の例をそれぞれ示します。
tel:+358-555-1234567

（注） 「-」などの区切り文字は tel URI 内で有効です。
tel:1234567;phone-context=+358-555

この URI は、コンテキスト 358-555 のディレクトリ番号の 1234567 を使用して、エンドポイントを検
索します。

（注）

ローカル tel URI と phone-context パラメータの組み合わせによって、グローバルで一意の ID
が作成されますが、ローカル tel URI の phone-context パラメータをこの tel URI に付加する場
合は、必ずしもグローバル tel URI が作成されるわけではありません。詳細については、RFC
3966 の 5.1.5 項を参照してください。

Tel URI と SIP URI
SIP URI はユーザ名とホスト ドメイン名から構成されます。SIP URI は SIP 加入者を一意に識別しま
すが、必ずしもネットワーク上の特定の 1 台のエンドポイントを解決するわけではありません。次に例
を示します。
sip:john@cisco.com

また、ホスト ドメイン名の代わりに、SIP ユーザ名、IP アドレス、ポートとして、ディレクトリ番号
を使用できます。この場合、SIP URI はネットワーク上のエンドポイントを一意に識別できます。次に
例を示します。
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sip:1234567@192.167.1.1:5060

ローカル tel URI の phone-context パラメータには、ドメイン名が含まれる場合と含まれない場合があ
ります。次に例を示します。
tel: 1234567;phone-context=cisco.com

Carrier Identification Code パラメータ
Carrier Identification Code（CIC）は、通話の宛先エンドポイントがある通信事業者ネットワークを識
別するために使用する 3 桁または 4 桁の数字です。ネットワーク デバイスはこの数字を使用して、通
信事業者ネットワーク間で通話要求をルーティングする方法を決定します。一般的に、CIC を使用し
て、現在のフリーダイヤル番号のフリーダイヤル サービスを提供している事業者を指定します。無料
電話データベースを検索すると、特定のフリーダイヤル番号の現在の通信事業者を決定できます。
Tel URI には、Carrier Identification Code を含めることができます。次に例を示します。
tel: +1-800-234-5678;cic=2345

CIC 2345 が割り当てられた通信事業者が現在のフリーダイヤル番号の 1-800-234-5678 のサービスを
提供していることを示します。
ネットワーク デバイスが CIC パラメータを含む tel URI の通話要求を受信すると、CIC パラメータの
値に応じて要求をルーティングしようとします。要求をルーティングできない場合は、要求を拒否する
か、CIC パラメータを無視して続行するかどうかを決定する必要があります。CIC パラメータがネッ
トワーク デバイスがある通信事業者ネットワークの CIC と一致する場合は、ローカル ルーティング ポ
リシーに基づいて要求がルーティングされ、CIC パラメータを除去してから要求が転送されます。

（注）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、CIC 値を 0000 にマッピングして、アウトバウンド
要求から CIC 値を除去するように明示的に設定する必要があります。
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SIP タイマー機能を使用すると、以前のリリースの Cisco IOS ソフトウェアではハードコーディングさ
れていた多数の Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）タイマーを設定できま
す。SIP タイマーを設定できると、ユーザのデバイスおよびネットワーク環境の相互運用性とパフォー
マンスが向上します。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP タイマーの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP タイマーの概要」（P.608）
• 「SIP タイマーの設定方法」（P.609）
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SIP タイマーの概要
SIP タイマー機能によって、以前のリリースの Cisco IOS ソフトウェアではデフォルト値としてハード
コーディングされていた SIP タイマーの一部を設定できます。以前のリリースでは、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は RFC 3261 推奨のデフォルト SIP タイマー値を使用していました。
表 1 を参照してください。
表 1

タイマーのデフォルト値

タイマー

値

T1

500 ミリ秒（デフォルト）

意味

Round-trip Time（RTT; ラウンドトリップ時間）
見積もり

T2

4秒

INVITE 以外の要求と INVITE 応答の最大再送信
間隔

T4

5秒

メッセージがネットワーク内にある最大期間

タイマー A

最初は T1

INVITE 要求再送信間隔（UDP 限定）

タイマー B

64* T1

INVITE 処理タイムアウト タイマー

タイマー C

3 分を超える

プロキシ INVITE 処理タイムアウト

タイマー D

応答再送信待機時間
> 32 秒（UDP の場合）
0 秒（TCP/Stream Control
Transmission Protocol（SCTP）
の場合）

タイマー E

最初は T1

INVITE 以外の要求再送信間隔（UDP 限定）

タイマー F

64* T1

INVITE 以外の処理タイムアウト タイマー

タイマー G

最初は T1

INVITE 応答再送信間隔

タイマー H

64* T1

ACK 受信待機時間

タイマー I

T4（UDP の場合）
0 秒（TCP/SCTP の場合）

ACK 再送信待機時間

タイマー J

64* T1（UDP の場合）
0 秒（TCP/SCTP の場合）

INVITE 以外の要求再送信待機時間

タイマー K

T4（UDP の場合）
0 秒（TCP/SCTP の場合）

応答再送信待機時間

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、ユーザは udp-first-retransmit-interval、
udp-max-retransmit-interval、および udp-response-linger-period コマンドを使用して、T1、T2、
およびタイマー D を修正できます。invite-timeout コマンドを使用して、発信処理でリモート SIP エ
ンドポイントが SBC の発信 INVITE またはタイマー B に応答するまでの間 SBC が待機する時間を選
択できます。

SIP protocol-level タイマーの他にも、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、
tcp-connect-timeout コマンド（TCP SYN が応答を待機する時間）および tcp-idle-timeout コマンド
（アイドル中に TCP 接続がアクティブ状態である時間）のトランスポート関連タイマー コマンドの修
正ができます。このようなタイマーは transport-level 値ですが、Cisco IOS XE Release 2.4 は SIP だけ
でこれらのタイマーをサポートしています。H.323 や H.248 ではサポートしていません。
（注）

不正な SIP タイマー値を設定すると、特定の場合に予期しない動作を引き起こす可能性があります。
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SIP タイマーの設定方法
ここでは、SIP タイマーを設定する手順について説明します。

SIP タイマーの設定
手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip timer
5. tcp-connect-timeout interval
6. tcp-idle-timeout interval
7. invite-timeout interval
8. udp-first-retransmit-interval interval
9. udp-max-retransmit-interval interval
10. udp-response-linger-period interval
11. end
12. show sbc service-name sbe sip timers
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を
例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモー
ドを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

SBC の SIP タイマー機能のモードを開始します。

sip timer

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip timer
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

tcp-connect-timeout interval

接続が失敗するまでに、SBC がリモート ピアへの SIP
TCP 接続の完了を待機する時間（ミリ秒単位）を設定
します。デフォルトのタイムアウト間隔は、1000 ミリ
秒です。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)#
tcp-connect-timeout 3000

ステップ 6

tcp-idle-timeout interval

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# tcp-idle-timeout
30000

ステップ 7

です。
（注）

アイドル タイマーは 12 秒ごとに確認されるた
め、このコマンドの値は正確ではない場合があ
ります。

invite-timeout interval

SBC がアウトバウンド SIP INVITE 要求への最終応答

例：

を待機する時間（秒単位）を設定します。デフォルト
は 180 秒です。この時間内に応答を受信しない場合は、
内部「408 Request Timeout」応答が生成され、発信側
に返されます。

Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)#
invite-timeout 60

ステップ 8

TCP ソケットが閉じるまでに、トラフィックが処理さ
れなかった最低時間（ミリ秒単位）。デフォルトは 2 分

udp-first-retransmit-interval interval

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)#
udp-first-retransmit-interval 1000

関連信号が最初に再送信されるまでに、SBC が UDP
応答または ACK を待機する時間（ミリ秒単位）を設定
します。

SBC が引き続き応答を受信しない場合は、
udp-max-retransmit-interval 期間に到達するまで、
毎回、その後の処理の再送信間隔が 2 倍になります。
応答または ACK を受信せずにこの期間が 64 回経過す
ると、SBC は要求の再送信を中止し、信号がタイムア
ウトします。
デフォルトの最初の UDP 再送信間隔は 500 ミリ秒で
す。

ステップ 9

udp-max-retransmit-interval interval

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)#
udp-max-retransmit-interval 8000

ステップ 10 udp-response-linger-period interval
例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)#
udp-response-linger-period 10000

SBC が再送信（上記ステップ 9 の
udp-first-retransmit-interval を参照）する最大時間
間隔（ミリ秒単位）を設定します。デフォルトの最大
UDP 再送信間隔は 4 秒です。

SBC が INVITE 要求に対する否定 UDP 応答を保持す
る時間（ミリ秒単位）を設定します。
この時間内に、この後に続いて再送信されるすべての
アンサーは否定 ACK として返されます。この後に再送
信される応答はすべて無視されます。
デフォルトの UDP 応答の待機期間は 32 秒です。

ステップ 11 end

sip timer モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# end

ステップ 12 show sbc service-name sbe sip timers

現在設定されている SIP 関連タイマーを表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe sip timers
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プ
ロトコル）隣接の次の機能を柔軟に設定することができます。
• OPTIONS のサポート
• 非 REGISTER 要求の発信元ヘッダーの書き換え
• 非 REGISTER 要求の宛先ヘッダーの書き換え
• NAT の自動検出
• ワイルドカード ドメインによるルーティング

（注）

Cisco IOS XR ソフトウェア リリースでは、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP 設定の柔軟性の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XR ソフト

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

ウェア リリース

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP 設定の柔軟性の実装に関する制約事項」（P.612）
• 「SIP 設定の柔軟性について」（P.612）
• 「SIP 設定の柔軟性の実装方法」（P.614）
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SIP 設定の柔軟性の実装に関する制約事項
この章では、SIP 設定の柔軟性の実装に関する制約事項を機能ごとに示します。

SIP 設定の柔軟性について
ここでは、次の項目について説明します。

• 「OPTIONS のサポート」（P.612）
• 「非 REGISTER 要求の発信元ヘッダーの書き換え」（P.612）

OPTIONS のサポート
デフォルトで、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は OPTIONS 方式の通過をブロックしま
す。しかし、ホワイトリストおよびブラックリストを使用して Cisco Unified Border Element（SP
Edition）を隣接単位で設定することにより、ユーザは OPTIONS 方式の通過を許可したりブロックし
たりできるようになりました。

OPTIONS サポートに関する制約事項
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、OPTIONS 方式の通過を許可する場合、メッセー
ジから SDP ブロックを抽出します。これにより、SIP エンドポイントが交換できる内容が制限さ
れます。

• SBC-SIG は、OPTIONS を含むすべての方式の Accept および Allow ヘッダーを送信しません。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は Supported ヘッダーの 100Rel タグと Replaces タ
グだけ通過を許可し、このヘッダーの他のタグはホワイトリストおよびブラックリストによって制
御されます。

非 REGISTER 要求の発信元ヘッダーの書き換え
ユーザはこの機能を使用して Cisco Unified Border Element（SP Edition）を隣接単位に設定すること
により、アウトバウンド SIP 隣接アドレスまたはポート宛ての非 REGISTER 要求に含まれる発信元
（From）ヘッダーの hostport セクションを書き換えるかどうかを制御できます。発信元ヘッダーを書き
換えずに通過させる設定がされていると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はヘッダー全体
を変更しないで通過させます。この唯一の例外は Tag パラメータ部分です。Cisco Unified Border
Element（SP Edition）はこのパラメータに異なる値を割り当てた後通過させます。

非 REGISTER 要求の発信元ヘッダーの書き換えに関する制約事項
• この機能は REGISTER 要求には適用されません。
• この機能は Rewrite-Register 機能と併用された場合だけで限定的に動作します。
• 発信元ヘッダーに Tel URI が含まれている場合、ヘッダーに hostport セクションがないので Cisco
Unified Border Element（SP Edition）はヘッダーを書き換えません。
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• ヘッダー、オプション、SIP ホワイトリスト プロファイルのそれぞれの数に応じて、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は通過を許可する発信元ヘッダーのサイズを約 1000 バイト
に制限します。

非 REGISTER 要求の宛先ヘッダーの書き換え
Cisco Unified Border Element（SP Edition）のデフォルト動作は、アウトバウンド SIP 隣接アドレスま
たはポート宛ての非 REGISTER 要求に含まれる宛先（To）ヘッダーの stopper セクションを書き換え
ます。また、関連パラメータも削除されます。ユーザはこの機能を使用して SBC を隣接単位に設定し
て宛先ヘッダーを変更せずに通過させることができます。

NAT の自動検出
新しい設定フィールドが SIP 隣接に追加されたことにより、その隣接で NAT が使用されているかどう
かについて Cisco Unified Border Element（SP Edition）が自動検出すべきか指定できるようになりま
した。NAT の自動検出が設定されていると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は受信する
要求ごとにそのエンドポイントで NAT が使用されているかどうかを判別します。NAT が使用されてい
ることを確認した場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はその要求のバインディングを格
納し応答の送信時に使用します。また、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、後続の
Dialog-forming 要求および Out-of-dialog 要求に対する REGISTER 要求のバインディングを格納し、
再使用します。

NAT の自動検出に関する制約事項
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は Via ヘッダーにある Sent-by stopper 部分とメッ
セージにあるリモート アドレスおよびポート部分とを比較することによってだけ NAT の自動検出
ができます。

• stopper に IP アドレスではなくドメイン名が含まれている場合には、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は NAT が使用されているかどうかの自動検出ができません。この場合、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は NAT が使用されていると想定します。
• NAT の自動検出は、Out-of-dialog 要求または Dialog-forming 要求だけに対して適用されます。

ワイルドカード ドメインによるルーティング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）ルーティング ポリシーでは、テキスト ドメイン名の一致
ストリングに * 文字を使用できます。この文字は、着アドレスの任意の数の文字と一致させることがで
きます。たとえば、*domain.com は、sip1.domain.com と sip2.domain.com の両方と一致します。

ワイルドカード ドメインによるルーティングに関する制約事項
• 指定する一致ストリングには、ワイルドカード文字を 1 つしか使用できません。
• この機能は、テキスト ドメイン名の一致規則だけに適用されます。ダイヤル ディジットの一致規
則には適用されません。
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SIP 設定の柔軟性の実装方法
ここには、SIP 設定の柔軟性を実装するための設定手順が含まれています。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. passthrough from header
6. header-name [contact [add [tls-param]] | from{passthrough} | to{passthrough}]
7. nat force-on
8. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、SIP 隣接名を定

例：

義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj

ステップ 5

passthrough from header

発信元（From）の書き換えをディセーブルにするよう
に SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# passthrough from
header

ステップ 6

header-name [contact [add [tls-param]] | from
{passthrough} | to {passthrough}]

宛先（To）の書き換えをディセーブルにするように SIP
隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# header-name to
passthrough
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

nat force-on

すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にある
として SIP 隣接を設定します。NAT デバイスの背後に
エンドポイントがないものとして SIP 隣接を設定する
には、nat force-off コマンドを使用します。デフォル
トでは、SBC はエンドポイントが NAT 装置の背後にあ
るかどうかを自動的に検出します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# nat force-on

ステップ 8

adj-sip モードを終了し、SBE モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、次の 2 つの Session Initiation Protocol（SIP; セッ
ション開始プロトコル）再ネゴシエーション関連機能がサポートされます。
• デルタ再ネゴシエーション
デルタ再ネゴシエーション機能は、メディアの再ネゴシエーション時に Session Border Controller
（SBC; セッション ボーダー コントローラ）によって使用される SIP 再ネゴシエーション モード
（デルタ再ネゴシエーションまたは Make-Before-Break（作成してから切断する）再ネゴシエー
ション）を判別します。

• ネットワーク アドレス変換（NAT）経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート

Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）経由で再ネゴシエーション済み
のコールのサポート機能を使用すると、削除したストリームのピンホールを保持して、そのスト
リームが再度イネーブルになった場合に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で同じピン
ホールが再利用されるようにできます。
これらの機能によって、メディア ポートが通話中に変更されるような状況が大幅に減り、相互運用性
とネットワーク アドレス変換（NAT）トラバーサルの利点が得られます。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、デルタ再ネゴシエーション機能と NAT 経由で再ネゴシエーション済
みのコールのサポート機能は、統合モデルだけでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP 再ネゴシエーションの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

デルタ再ネゴシエーション機能と NAT 経由で再ネゴシエーション済みの
コールのサポート機能が、統合モデルのサポートともに Cisco IOS XR に
追加されました。
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内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「デルタ再ネゴシエーションに関する制約事項」（P.618）
• 「デルタ再ネゴシエーションに関する情報」（P.618）
• 「NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートに関する制約事項」（P.619）
• 「NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートに関する情報」（P.619）
• 「NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートの設定」（P.619）
• 「設定例：NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート」（P.623）

デルタ再ネゴシエーションに関する制約事項
デルタ再ネゴシエーションに関する制約事項は次のとおりです。

• デルタ再ネゴシエーション モードの使用中は、デルタ再ネゴシエーション時ではなくコールの終
了時にストリームの統計情報と Secure Device Provisioning （SDP）課金情報が出力されます。
• デルタ再ネゴシエーション モードの使用中は、次の規則が適用されます。
– 再ネゴシエーションによって、DiffServ コード ポイント（DSCP）作成ポリシーが変更される
ことがあります。

– ポート範囲は、ストリームの初期の具体化によって異なります。
• 特定のシナリオでは、デルタ再ネゴシエーションの進行中に Cisco Unified Border Element（SP
Edition）がフェールオーバーすると、メディア リソース（ピンホールや帯域幅の許容量など）が
不必要に割り当てられることがあります。

デルタ再ネゴシエーションに関する情報
デルタ再ネゴシエーション機能は、メディアの再ネゴシエーション時に Cisco Unified Border Element
（SP Edition）によって使用される SIP 再ネゴシエーション モードを判別します。

• デルタ再ネゴシエーション モード

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、デルタ再ネゴシエーションの実行時に、既存のメ
ディア ピンホールを保持し、その変数を変更します。デルタ再ネゴシエーション モードは、

SIP/H.323 インターワーキング コールと IP Multimedia Subsystem（IMS; IP マルチメディア サブ
システム）コールに使用されます。

• Make-Before-Break（作成してから切断する）再ネゴシエーション モード

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Make-Before-Break（作成してから切断する）再
ネゴシエーションの実行時に、提案されたメディア プロパティを持つ新しいピンホールを作成し
てから、再ネゴシエーションの完了時に既存のピンホールを削除します。これらの新しいピンホー
ルは一時的に、既存の（古い）メディア ピンホールと同時に存在します。再ネゴシエーションの
完了時に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は古いメディア ピンホールを削除し、新
しいピンホールだけを残します。（または、再ネゴシエーションが失敗した場合は、新しいピン
ホールを削除して古いステートにロール バックします）。
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デルタ再ネゴシエーション モードは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）におけるすべての
SIP-SIP ネゴシエーションでのデフォルトの SIP 再ネゴシエーション モードですが、次の例外がありま
す。

• アドレス ファミリの変更
再ネゴシエーションによってアドレス ファミリが IPv4 から IPv6（またはその逆）に変更される場
合は、新しいメディア アドレスが必要となるため、Make-Before-Break（作成してから切断する）
再ネゴシエーション モードが使用されます。

• 通話中のメディア再ルーティング
再ネゴシエーションによって、コールでメディア バイパス モードと非メディア バイパス モードが
切り替えられる場合は、エンドポイントはメディア アドレスの変更を認識するため、
Make-Before-Break（作成してから切断する）再ネゴシエーション モードが使用されます。

NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートに
関する制約事項
NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機能に関する制約事項は次のとおりです。
• ストリームの統計情報と SDP 課金情報は、デルタ再ネゴシエーション時ではなくコールの終了時
に出力されます。

NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートに
関する情報
NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機能を使用すると、削除したストリームのメ
ディア ピンホールを保持して、ストリームが再度イネーブルになった場合に、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）で同じピンホールが再利用されるようにできます。
この機能は、デルタ再ネゴシエーション モードが有効になっていて、ビデオ送信が一時停止されてい
るような NAT シナリオでビデオ ピンホールの割り当て解除を回避するために使用されます。ビデオ送
信が一時停止される場合の標準の SDP プロトコルでは、ビデオ ストリームは「a=inactive」（SBC が
ストリームの割り当てを維持する必要があることを示します）に設定されますが、一時停止のためにビ
デオ ストリームが「a=inactive」に設定されないデバイスが存在することがわかっています。代わり
に、そのようなデバイスは、ポートを 0 に設定してビデオ ストリームを削除します。メディア スト
リームの再ネゴシエーション中に SBC がポート値 0 を受信した場合でも、ストリームが割り当てられ
たままにして、ピンホールが保持されるようにするには、NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコー
ルのサポート機能をイネーブルにします。
コール単位で NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機能をイネーブルにするには、
media address preserve コマンドを使用します。

NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポートの
設定
ここでは、コール単位で削除されたストリームのメディア ピンホールを保持する、NAT 経由で再ネゴ
シエーション済みのコールのサポート機能を設定する手順について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
6. cac-table table-name
7. table-type { policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. cac-scope {list of scope options}
10. [no] media address preserve
11. action cac complete
12. complete
13. active-cac-policy set policy-set-id
14. show sbc service-name sbe cac-policy-set policy-set-id table table-name entry entry-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table 1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1

ステップ 7

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。
list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブル内の各エントリに
適用される範囲を選択します。

例：

list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope src-adjacency

• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベン
ト。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベン
ト。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：宛先が同じイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
ステップ 10 media address preserve
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media address preserve

ステップ 11 action cac-complete

削除したストリームのメディア ピンホールが保持される
（ディセーブルにされる）ようにします。

• [no]：削除したストリームのメディア ピンホールを削
除できるようにします。
イベントが一致する場合は、この CAC ポリシーは終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac complete

ステップ 12 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13 active cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でアクティブな CAC ポリシー セット
を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# active cac-policy-set 1

ステップ 14 show sbc service-name sbe cac-policy-set
policy-set-id table table-name entry entry-id

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table 1 entry 1

NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機
能がイネーブルになっているかどうかを含め、CAC ポリ
シー テーブル内にある特定のエントリに関する詳細情報を
リストします。この機能がイネーブルになっている場合
は、「Media Address」フィールドには値「Preserve」が表
示されます。

設定例：NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサ
ポート
次の例では、この章で説明した NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機能をコール
単位でイネーブルにします。
sbc mysbc
sbe
cac-policy-set 1
first-cac-table 1
cac-table 1
table-type policy-set
entry 1
media address preserve
action cac-complete
complete
active-cac-policy-set 1

次の例は、NAT 経由で再ネゴシエーション済みのコールのサポート機能がイネーブルになっているこ
とを示す値「Preserve」が示された「Media Address」フィールドを含め、CAC ポリシー セット 1、
テーブル 1、エントリ 1 の詳細出力を示します。
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1 table 1 entry 1
SBC Service "mysbc"
Policy set 1 table 1 entry 1
Match value
Action
Next table
Next-table
Max calls
Unlimited
Max call rate
Unlimited
Max in-call rate
Unlimited
Max out-call rate
Unlimited
Max registrations
Unlimited
Max reg. rate
Unlimited
Max bandwidth
Unlimited
Max channels
Unlimited
Transcoder
Allowed
Caller privacy setting
Never hide
Callee privacy setting
Never hide
Early media
Allowed
Early media direction
Both
Early media timeout
None
Restrict codecs to list
default
Restrict caller codecs to list default
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Restrict callee codecs to list default
Media bypass
Allowed
SRTP Transport
Trusted-Only (by default)
Callee hold setting
Standard
Caller hold setting
Standard
Media Address
Preserve
Renegotiate
Delta
Number of calls rejected by this entry
0
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100rel インターワーキングのサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、100rel（SIP Provisional Message Reliability）イン
ターワーキングをサポートします。この機能は、SBC が異なる SIP ネットワークと連携する場合に発
生する、SIP の信頼性のある暫定応答に対するサポートが一貫していないという相互運用上の問題を解
決します。

SIP では、暫定応答と最終応答の 2 種類の応答が定義されています。最終応答（2xx ～ 6xx）は、要求
の処理結果を知らせ、信頼性のある方法で送信されます。SIP 暫定応答（1xx）は、確認応答のための
仕組みがないため、信頼性がありません。しかし、SIP の暫定応答（1xx）を信頼性のある方法で配信
することが必要な場合があります。たとえば、SIP と PSTN のインターワーキングのシナリオでは、
メッセージ 180 と 183 が廃棄されないことが不可欠です。Provisional Response ACKnowledgment
（PRACK）方式を使用すると、SIP 暫定応答の信頼性を高めることができます。
100rel オプションは、信頼性のある暫定応答がサポートされているか必要であることを示すために使
用され、信頼性のある暫定応答の受信を確認するために PRACK メッセージが使用されます。
（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

100rel インターワーキング サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「100rel インターワーキングのサポートの制約事項」（P.626）
• 「100rel インターワーキングのサポートについて」（P.626）
• 「100rel インターワーキングのサポートの設定」（P.629）
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100rel インターワーキングのサポートの制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）上で 100rel インターワーキングのサポートを設定する場
合、次の制約事項があります。

• レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングが必要な場合、着信側は信頼できる暫
定応答をサポートする必要があります。図 1 に示すシナリオは設定できません。
• 100rel インターワーキングでは、各 INVITE トランザクションに対し、PRACK メッセージ上のオ
ファー交換が 1 つだけ可能です。
• 100rel インターワーキングは、100rel のサポートが必要なネットワークに面する隣接上で設定され
ます。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定は、100rel インターワーキング中に
PRACK User Agent Server（UAS; ユーザ エージェント サーバ）として動作するために、該当
するコールの着信隣接上で設定する必要があります。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定は、100rel インターワーキング中に
PRACK User Agent Client（UAC; ユーザ エージェント クライアント）として動作するため
に、該当するコールの発信隣接上で設定する必要があります。

• SIP は、最終応答が未処理の間のトランザクション タイムアウトを避けるために暫定応答を使用
し、経過表示応答が信頼性のある方法で送信される場合はその頻度を減らします。これにより、信
頼性のない経過表示応答を受信し信頼性のある経過表示応答を送信する Back-to-Back User Agent
（B2BUA）が、受信よりも低い頻度で経過表示応答を送信できます。Cisco Unified Border
Element（SP Edition）はこれを行おうとしません。受信した暫定応答は単に転送されます（設定
されているすべてのヘッダー フィルタリング ルールに従います）。

100rel インターワーキングのサポートについて
100rel 相互運用性機能は、個々の SIP 隣接に対して次の機能を実行します。
• 受信した SIP 要求から 100rel オプションを削除します。
• 着信側の UAS からの応答の信頼性がない場合でも、信頼性のある暫定応答を発信側 UAC に送信
します。

• 発信側の UAC がサポートしていない場合でも、着信側 UAS からの信頼性のある暫定応答を受信
します。

• 発信 SIP 要求に 100rel オプションのサポートを追加します。
図 1 に、UAS として動作する SBC を示します。図 2 に UAC として動作する SBC を示します。
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図 1

UAS として動作する SBC
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図 2

UAC として動作する SBC
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発信側 UAC で 100rel が必要
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、100rel が必要なネットワークからの、100rel をサ
ポートしていないネットワークにルーティングする必要があるコールを確立します。そのために、
SBC は、SIP 要求の Supported ヘッダーと Require ヘッダーから 100rel オプションを除去します。
100rel オプションを除去した後も、SBC は、必要に応じて信頼性のある暫定応答を「Require: 100rel」
「Supported: 100rel」ヘッダーを含む要
ヘッダー付きで送信します。Cisco Unified Border Element は、
求に対し、そのようなヘッダーが「Require: 100rel」ヘッダーを含まず、応答が信頼性のない暫定応答
として受信される場合に、信頼性のある暫定応答を送信するようにも設定できます。
必要に応じた信頼性のある応答の送信
SIP 要求に「Require: 100rel」ヘッダーが含まれており、SBC が 100rel オプションを除去する場合、
SBC は「Require: 100rel」ヘッダー付きの信頼性のある暫定応答として暫定応答を送信する必要があ
ります。この場合、着信側の UAS は、信頼性のない暫定応答を送信します。これは、SBC によって要
求から 100rel オプションが除去されたためです。
サポートされている場合の信頼性のある応答の送信
SIP 要求に「Supported: 100rel」ヘッダーが含まれている場合、SIP 要求に「Require: 100rel」ヘッ
ダーが含まれておらず、着信側の UAS が信頼性のない暫定応答を送信する場合でも、SBC は信頼性の
ある暫定応答を発信側の UAC に送信する必要があります。
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着信側の UAS で 100rel が必要
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、100rel を必要としないネットワークから、100rel を
必要とするネットワークに要求を送信します。このためには、次の機能が必要です。

100rel のサポートのアドバタイズ
SBC を通過する SIP 要求には、「Supported: 100rel」ヘッダーが追加される必要があります。
応答からの 100rel の削除
SBC が 100rel のサポートをアドバタイズする場合、SBC は、非 PRACK ネットワークが非 100rel
メッセージを受信するようにします。

100rel インターワーキングのサポートの設定
Cisco Unified Border Element（SP Edition）で 100rel インターワーキング サポートを有効にするには、
次の設定が必要です。

• 設定は SIP 隣接に適用されます。
• 受信側では、次のことを示すために 2 つのフラグが設定されます。
– 受信した SIP INVITE 要求中の Supported ヘッダーと Require ヘッダーから 100rel オプション
を除去するかどうか。

– 受信した SIP INVITE 要求に「Supported:100rel」ヘッダーが含まれている場合に、100rel イ
ンターワーキングを有効にするかどうか。

• 送信側では、次の 2 つのフラグが設定されます。
– 「Supported:100rel 」を送信 SIP INVITE 要求に追加する。
– 「Require:100rel」を送信 SIP INVITE 要求に追加する。
ここでは、100rel インターワーキングのサポートを設定するための手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. 100rel inbound {strip | support}
6. 100rel outbound {require-add | support-add}
7. end
8. show sbc sbc-name sbe adjacencies {adjacency-name} [detail]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# config terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

セッション ボーダー コントローラ（SBC）コンフィギュレーショ
ン サブモードを開始します。

例：
Router(config)# sbc test

ステップ 3

Signaling Border Element（SBE）コンフィギュレーション サブ

sbe

モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

隣接 SIP コンフィギュレーション サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
adj1

ステップ 5

100rel inbound {strip | support}

Signaling Border Element（SBE）に対し、インバウンド SIP 隣接
の 100rel インターワーキング パラメータを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# 100rel
inbound strip
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# 100rel
inbound support

ステップ 6

100rel outbound {require-add |
support-add}

Signaling Border Element（SBE）に対し、アウトバウンド SIP 隣
接の 100rel インターワーキング パラメータを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# 100rel
outbound require-add
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# 100rel
outbound support-add

ステップ 7

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end
Router(config-sbc)#

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe adjacencies
{adjacency-name} [detail]

Signaling Border Element（SBE）上で設定されている隣接の一覧
を表示します。

例：
Router# show sbc test sbe adjacencies
adj1 detail
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カスタマイズしたシステム エラー メッセージ
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、カスタマイズしたシステム エラー メッセージをサ
ポートします。

SNMP の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.1S

カスタマイズしたシステム エラー メッセージ機能が導入されました。

内容
• 「カスタマイズしたシステム エラー メッセージについて」（P.631）
• 「カスタマイズしたシステム エラー メッセージの設定」（P.634）
• 「カスタマイズしたシステム エラー メッセージの設定例」（P.636）

カスタマイズしたシステム エラー メッセージについて
SBC は、SIP status-code に内部システム エラー コードをマッピングする機能を提供します。システム
管理者は、カスタマーが設定する Reason: ヘッダーを応答に追加できるようになります。
システム管理者は、ユーザ定義エラー プロファイルのエラー メッセージをマッピングし、カスタマイ
ズできます。既存の SIP エラー コードについて、ユーザ定義エラー プロファイルにマッピングしてカ
スタマイズできるタイプは次のとおりです。

• コール アドミッション制御（CAC）
• 番号分析（NA）
• ルーティング エラー（RTG）
デフォルトのエラー プロファイルは、SBE コンフィギュレーション中に自動的に作成され、SIP 隣接
に接続されます。デフォルトのエラー プロファイルは変更は可能ですが、削除できません。
ユーザ定義エラー プロファイルは、既存の SIP プロファイルに追加され、隣接に接続できます。
エラーは、原因（cause）およびオプションの二次的原因（sub-cause）によって識別されます。
sub-cause を入力しないと、考えられるすべての sub-cause が cause にマッピングされます。
各 cause/sub-cause の組み合わせを、ユーザは 400 ～ 699 の範囲にある任意の SIP status-code にマッ
ピングできます。
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内部エラーが生成されると、そのエラーにマッピングされた設定済みの cause/sub-cause についてシス
テム チェックが行われます。システムは、まず、特定のエラー プロファイルについて隣接をチェック
し、次に、同等のエラー マッピングのデフォルト プロファイルをチェックします。一致が見つからな
いと、既存の内部エラー メッセージが返されます。設定されたエラー プロファイルが見つかると、内
部エラー メッセージが上書きされます。
ユーザ定義エラー プロファイルには、次の要素が含まれます。

• 原因（cause）
• 二次的原因（sub-cause）
• status-code
• 理由（reason）
原因（cause）
エラー プロファイルには、内部エラーの原因（cause）が指定されます。cause コマンドを使用して、
利用可能な次のいずれかの CLI の原因を選択します。

（注）

利用可能な原因のリストを表示するには、cause を選択してから、疑問符（?）のオンライン ヘルプ機
能を使用します。

• cac-in-call-msg-rate（CAC）：通話中メッセージのレートが設定されている最大限度を超えてい
ます。

• cac-max-bandwidth（CAC）：使用する帯域幅が設定されている最大限度を超えています。
• cac-max-call-rate（CAC）：コール セットアップ レートが設定されている最大限度を超えていま
す。

• cac-max-channels（CAC）：使用されるメディア チャネル数が最大限度を超えています。
• cac-max-num-calls（CAC）：コール数が最大限度を超えています。
• cac-max-reg（CAC）：登録の数が設定されている最大限度を超えています。
• cac-max-reg-rate（CAC）：登録のレートが設定されている最大限度を超えています。
• cac-max-updates（CAC）：コール アップデート数が設定されている最大限度を超えています。
• cac-out-call-msg-rate（CAC）：アウトオブダイアログ メッセージからのレートが設定されている
最大限度を超えています。

• cac-rtp-disallowed（CAC）：rtp を拒否したため、コールに失敗しました。
• cac-srtp-disallowed（CAC）：srtp を拒否したため、コールに失敗しました。
• cac-srtp-rtp-interwork（CAC）：srtp と rtp 間のインターワーキングが許可されなかったため、
コールに失敗しました。

• enum-failure：ENUM 処理でエラーが発生しました。
• max-media-stream：メディア ストリームの最大数を満たすようにオファーを減らすことができま
せん。

• mg-srtp-unsupported：srtp をサポートできる MG が検出されませんでした。
• na-invalid-address（na）：番号検証に失敗しました。
• no-acceptable-codec：受け入れ可能なコーデックがオファーに見つかりません。
• rtg-max-routes-tried（rtg）：ルーティング試行の最大数を超えました。
• rtg-no-route-found（rtg）：ルーティングでルートを検出できませんでした。
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• rtg-route-unavailable（rtg）：call-policy で選択されたルートを使用できません。
• srtp-general-error：srtp の汎用エラーです。
• sub-media-bearer-chan-fail：加入者メディア ベアラー チャネルが通話中に失敗しました。
• sub-media-bearer-chan-rej：加入者メディア ベアラー チャネルは、セットアップまたは再ネゴシ
エーション中に拒否されました。

• sub-sig-bearer-chan-fail：加入者シグナリング ベアラー チャネルは使用できません。
二次的原因（sub-cause）
原因（cause）を選択すると、オプションで二次的原因（sub-cause）を選択できるようになります。
各原因に利用可能な二次的原因のリストを表示するには、cause を選択してから、疑問符（?）のオン
ライン ヘルプ機能を使用します。次のリストに、すべての使用可能な sub-cause を示します。

• na-dst-number：宛先番号に基づく分析
• na-src-adjacency：送信元隣接に基づく分析
• na-src-account：送信元アカウントに基づく分析
• na-sub-category：加入者カテゴリに基づく分析
• na-carrier-id：Carrier Identification Code（CIC; キャリア識別コード）に基づく分析
• na-src-number：送信元番号に基づく分析
• na-no-src-number：送信元番号に基づく分析に該当する送信元番号がありません
• rtg-src-address：送信元アドレスに基づくルーティング
• rtg-dst-address：宛先アドレスに基づくルーティング
• rtg-src-adjacency：送信元隣接に基づくルーティング
• rtg-src-account：送信元アカウントに基づくルーティング
• rtg-category：カテゴリに基づくルーティング
• rtg-sub-category：加入者カテゴリに基づくルーティング
• rtg-src-domain：送信元ドメインに基づくルーティング
• rtg-dst-domain：宛先ドメインに基づくルーティング
• rtg-time：時刻に基づくルーティング
• rtg-dst-tgid：宛先トランク グループ ID に基づくルーティング
• rtg-src-tgid：送信元トランク グループ ID に基づくルーティング
• rtg-carrier-id：Carrier Identification Code（CIC; キャリア識別コード）に基づくルーティング
• rtg-round-robin：ラウンド ロビンに基づくルーティング
• rtg-least-cost：最低コストに基づくルーティング
• cac-unknown：不明なコール アドミッション制御エラー
• cac-per-call-scope：コール アドミッション制御の範囲エラー
• cac-src-number-scope：コール アドミッション制御の送信元番号範囲エラー
• cac-downstream-scope：コール アドミッション制御のダウンストリーム範囲属性エラー
• cac-upstream-scope：コール アドミッション制御のアップストリーム範囲属性エラー
• sub-rx-reg-bearer-loss：加入者登録の Rx セッションでベアラーの損失が生じたため、加入者に
ルーティングできませんでした
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• sub-rx-reg-bearer-rel：加入者登録の Rx セッションでベアラーのリリースが生じたため、加入者
にルーティングできませんでした

• sub-rx-reg-bearer-term ：加入者登録の Rx セッションが終了したため、加入者にルーティングで
きませんでした

• sub-rx-media-policy-rej：コールの Rx セッションがポリシー上の理由（サポート対象外のメディ
ア、など）から拒否されました

• sub-rx-media-error：コールの Rx セッションがポリシー以外の理由（サービスを利用できない、
など）から拒否されました

• sub-rx-reg-bearer-loss：コールの Rx セッションでベアラーの損失が生じました
• sub-rx-reg-bearer-rel：コールの Rx セッションでベアラーのリリースが生じました
• sub-rx-reg-bearer-term ：コールの Rx セッションが終了しました
• enum-resource（enum）：リソース不足が発生しました
• enum-dst-not-number（enum）：電話番号でない宛先アドレスです
• enum-unknown-number（enum）：電話番号を解決できません
• enum-interface-failure（enum）：enum インターフェイスで障害が発生しました
• enum-regex-error（enum）：NAPTR レコードの regex が無効です

status-code
SIP status-code の番号は、400 ～ 699 の範囲です。SIP ステータス コードは、cause コマンドを使用し
て、選択した cause/sub-cause にマッピングできます。
理由（reason）
理由（reason）フィールドを使用すると、システム管理者は、オプションで SIP の「Reason:」ヘッ
ダーを設定できます。このヘッダーは、エラー発生時にエラー応答に挿入されて表示されます。設定さ
れた「Reason:」ヘッダーは RFC 3326 で定義されている構文ルールに準拠する必要があります。

カスタマイズしたシステム エラー メッセージの設定
カスタム エラー メッセージを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. sip error-profile error-profile-name
5. description description
6. cause cause [sub-cause sub-cause] status-code status-code [reason reason]
7. exit
8. adjacency sip adjacency-name
9. error-profile outbound profile-name
10. end
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11. show sbc sbc-name sbe sip error-profile
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip error-profile error-profile-name

エラー プロファイルを作成し、エラー プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip error-profile
IN_Err_Profile_1

ステップ 5

description description

エラー プロファイルに説明を追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-err)# description
call rate error

ステップ 6

cause cause [sub-cause sub-cause] status-code
status-code [reason reason]

エラー プロファイルの内部エラーの原因（cause）、二次的
原因（sub-cause）、ステータス コード（status-code）、理
由（reason）を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-err)# cause
cac-max-reg status-code 553 reason "SIP
;cause=503 ;text=\" Exceed the max reg num\""

ステップ 7

exit

前のモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-err)# exit

ステップ 8

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip Adj_1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

error-profile outbound profile-name

既存のエラー プロファイルをアウトバウンド SIP エラー
プロファイルとして設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# error-profile
outbound OUT_Err_Profile_1

ステップ 10 end

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe sip error-profile

すべてのエラー プロファイルの設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc SBC1 sbe sip error-profile

カスタマイズしたシステム エラー メッセージの設定例
次の例では、カスタム エラー メッセージを設定する方法について示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc SBC1
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip error-profile Error_Profile_1
Router(config-sbc-sbe-sip-err)# description call rate error
Router(config-sbc-sbe-sip-err)# cause cac-max-reg status-code 553 reason "SIP ;cause=503
;text=\" Exceed the max reg num\""
Router(config-sbc-sbe-err)# adjacency sip Adj_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# error-profile outbound OUT_Err_Profile_1
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end
Router# show sbc SBC1 sbe sip error-profile
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RFC 4582 で定義されている Binary Floor Control Protocol（BFCP; バイナリ フロア制御プロトコル）
は、会議でのメディア リソースへのアクセスを制御するためのプロトコルです。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ていました。このマニュアルでは Session Border Controller（SBC）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

BFCP サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.3S

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「BFCP サポートの前提条件」（P.637）
• 「BFCP サポートに関する制約事項」（P.638）
• 「BFCP サポートに関する情報」（P.638）
• 「BFCP サポートの設定」（P.639）
• 「BFCP サポートの設定例」（P.645）

BFCP サポートの前提条件
次に、BFCP サポート機能の前提条件を示します。

• SBC は、Session Description Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）に含まれる b=CT 行と
a=rtcp-fb:* nack pli RTCP フィードバック情報をパススルーする必要があります。
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BFCP サポートに関する制約事項
次に、BFCP サポート機能の制約事項を示します。

• SBC は汎用メディア ストリームを他のメディア ストリームと同様に処理します。このため、すべ
てのメディア ストリームが非アクティブとして報告される場合にのみ、コールが解放されます。
Media Packet Forwarder（MPF; メディア パケット フォワーダ）メディア タイマーは、BFCP スト
リームに関連する他の音声またはビデオ ストリームと同様に処理されます。

• BFCP メディア ストリームおよび汎用メディア ストリームには、指定された帯域幅はありません。
したがって、MPF のポリシングのみ適用され、Call Admission Control（CAC; コール アドミッ
ション制御）の合計帯域幅限界は適用されません。

• SBC は、汎用 TCP ストリームまたは TCP による BFCP をサポートしません。このため、汎用メ
ディア ストリームの設定に TCP ストリームを追加する要求は拒否されます。
• H.323 コールまたは H.323-SIP インターワーキング コールはサポートされません。

BFCP サポートに関する情報
BFCP サポート機能は、best-effort トラフィック クラスを使用して転送可能な、認識される汎用メディ
ア ストリームとして BFCP を設定することで、SBC で BFCP over UDP をサポートします。
汎用メディア ストリームは、メディア ライン定義でコーデック リストの代わりに * を使用するメディ
ア ストリームです（例：m=application port UDP/BFCP *）。デフォルトでは、SBC は SDP オファー
からこれらのメディア ラインをカットし、ポートをゼロ（0）に設定して応答します。これらのメディ
ア ラインは帯域幅情報を伝達しないため、CAC 制限、Denial of Service（DoS; サービス拒絶）、SBC
メディア盗用攻撃に対してポリシングを実行できません。

BFCP サポート機能には、メディア フォワーダでのメディア ラインのポリシングを許可する
best-effort トラフィック クラスが導入されています。
SBC は、特定の汎用メディア ストリームを受け入れるように設定できます。この後、受け入れられた
汎用メディア ストリームは best-effort トラフィック クラスに追加されます。MPF の実装では、これら
のストリームの集約について実際の使用をポリシングすることで、best-effort トラフィック クラスを
サポートします。

Best-Effort トラフィック クラス
Cisco IOS XE Release 3.3S より前のリリースでは、メディア ストリームには、オーディオ ストリーム
とビデオ ストリームの帯域幅が指定されているか、またはポリシングが適用されていないかのどちら
かでした（T120 など）。Cisco IOS XE Release 3.3S 以降のリリースでは、任意のタイプと数の汎用メ
ディア ストリーム受け入れるように、SBC が設定されます。一部の BFCP ストリームでは、低帯域幅
のプロトコル メッセージを使用できるようになりました。best-effort トラフィック クラスは、メディ
ア フォワーダがこのようなストリームを累積的に処理することを許可して、パケット ポリシングを簡
素化します。best-effort トラフィック クラスのレート制限は 1 Mbps です（累積的に適用されます）。
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BFCP サポートの展開
図 1 に、SBC を BFCP サポート機能用に展開できるシナリオを示します。このシナリオでは、SBC は
サービス プロバイダー ネットワークに位置し、さまざまな VPN 間でのエンタープライズ間コールを
許可し、コア ネットワークを保護します。
図 1

BFCP 展開シナリオ
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BFCP サポートの設定
ここでは、SBC の BFCP サポート機能を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

639

BFCP サポート
BFCP サポートの設定

3. sbe
4. stream-list stream-list-name
5. description description
6. generic-stream media-type {application | message} transport udp protocol protocol-name
7. exit
8. cac-policy-set policy-set-id
9. cac-table table-name
10. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
11. entry entry-id
12. action [next-table goto-table-name | cac-complete]
13. generic-stream caller generic-stream-list
14. generic-stream callee generic-stream-list
15. match-value key
16. exit
17. exit
18. complete
19. end
20. show sbc service-name sbe stream-list
21. show sbc service-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

stream-list stream-list-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# stream-list my_stream

ストリーム リストを設定し、ストリーム リスト コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

• stream-list-name：ストリーム リストの名前。スト
リーム リスト名には最大 30 文字まで入力できます。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

description description

ストリーム リストの説明テキストを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-stream-list)# description
“This is my first stream list”

ステップ 6

generic-stream media-type {application |
message} transport udp protocol protocol-name

汎用ストリームのメディア タイプを設定します。

• application：汎用ストリームのメディア タイプとし
てアプリケーションを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-stream-list)#
generic-stream media-type application transport
udp protocol BFCP

• message：汎用ストリームのメディア タイプとして
メッセージを指定します。

• transport：汎用ストリームのトランスポート プロト
コルを設定します。

• udp：汎用ストリームの UDP プロトコルを指定しま
す。

• protocol：汎用ストリームのプロトコル名を指定しま
す。

• protocol-name：汎用ストリームのプロトコル名。プロ
トコル名は大文字と小文字が区別されます。
ステップ 7

exit

ストリーム リスト コンフィギュレーション モードを終了
して、SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-stream-list)# exit

ステップ 8

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 2

• policy-set-id：1 ～ 2147483647 の範囲で指定できる
コール ポリシー セット番号。

ステップ 9

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 2

ステップ 10 table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

match-value コマンドで照合するテーブル タイプの制限を
設定します。複数 SBC メディア バイパス機能では、次の
テーブル タイプを使用します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type src-adjacency

ステップ 11 entry entry-id

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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コマンドまたはアクション
ステップ 12 action [next-table goto-table-name |
cac-complete]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

目的
アドミッション コントロール テーブルのエントリの後で
実行するアクションを設定します。指定できるアクション
は次のとおりです。

• next-table キーワードおよび goto-table-name 引数を
使用して、処理する次の CAC テーブルを特定します。
• cac-complete キーワードを使用して、このスコープの
処理を停止します。

ステップ 13 generic-stream caller generic-stream-list
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# generic-stream caller my-stream

ステップ 14 generic-stream callee generic-stream-list
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# generic-stream callee my-stream

ステップ 15 match-value key
例：

発信側の汎用メディア ストリーム リスト設定を設定しま
す。

• generic-stream-list：汎用ストリーム リストの名前。
この汎用ストリーム リストはストリーム リストの設定
時に定義する必要があります。
着信側の汎用メディア ストリーム リスト設定を設定しま
す。

• generic-stream-list：汎用ストリーム リストの名前。
この汎用ストリーム リストはストリーム リストの設定
時に定義する必要があります。

CAC 制限テーブルにあるエントリの照合値を設定します。
• key：イベントの照合に使用するキーワード。キーの形
式は、table-type 制限によって決定されます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value SIP-adj-test

ステップ 16 exit

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了し、CAC テーブル モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 17 exit
例：

CAC テーブル コンフィギュレーション モードを終了し、
CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 18 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 19 end

CAC ポリシー セット コンフィギュレーション モードを終
了し、特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config)# end
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 20 show sbc sbc-name sbe stream-list

SBE に、ストリーム リストが表示されます。

例：
Router# show sbc mysbc sbe stream-list
my-stream

ステップ 21 show sbc service-name sbe cac-policy-set id
table name entry entry

CAC ポリシー テーブルの特定エントリの詳細情報を表示
します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table MyTable entry 1

次に、show sbc sbe stream-list コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc Mysbc sbe stream-list
SBC Service "sbc"
Stream list: my-stream
Description This is my first stream list
Media-type application Transport udp protocol Streambased
Media-type message Transport udp protocol BFCP

次に、show sbc sbe cac-policy-set table entry コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc Mysbc sbe cac-policy 25 table 2 entry 1
SBC Service "Mysbc"
CAC Averaging period 1: 60 sec
CAC Averaging period 2: 0 sec
CAC Policy Set 25
Global policy set: No
Description:
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: 2
Description:
Table type: limit src-adjacency
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry 1
Match value:
Match prefix length: 0
Action: CAC complete
Number of call setup failures (due to non-media limits): 0
No. of registrations rejected (due to registration limits): 0
Max
No.
Max
No.
Max
Max
Max

calls per scope:
of events rejected due to Max Call Limit:
reg. per scope:
of events rejected due to Max Reg limit:
channels per scope:
updates per scope:
bandwidth per scope:

Unlimited
0
Unlimited
0
Unlimited
Unlimited
Unlimited
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Averaging-period 1

Averaging-period

2
Max call rate per scope:
Unlimited
Unlimited
No. of events rejected due to Max call rate:
0
0
Max reg. rate per scope:
Unlimited
Unlimited
No. of events rejected due to Max reg rate:
0
0
Max in-call message rate:
Unlimited
Unlimited
No. of events rejected due to Max in-call rate: 0
0
Max out-call message rate:
Unlimited
Unlimited
No. of events rejected due to Max Out call rate: 0
0
Timestamp when the rejection counts were last reset: 2011/01/03 22:29:40
Early media:
Allowed
Early media direction:
Both
Early media timeout:
None
Transcoder per scope:
Allowed
Callee Bandwidth-Field: None
Caller Bandwidth-Field: None
Media bypass:
Allowed
Asymmetric Payload Type: Not Set
Renegotiate Strategy:
Delta
SRTP Transport:
Trusted-Only (by default)
Caller hold setting:
Standard
Callee hold setting:
Standard
Caller limited-privacy-service: Never hide identity
Callee limited-privacy-service: Never hide identity
Caller privacy-service: Not set
Callee privacy-service: Not set
Caller edit-privacy-request: Not set
Callee edit-privacy-request: Not set
Caller edit-privacy-request sip strip: Not set
Callee edit-privacy-request sip strip: Not set
Caller edit-privacy-request sip insert: Not set
Callee edit-privacy-request sip insert: Not set
Caller voice QoS profile:
Default
Callee voice QoS profile:
Default
Caller video QoS profile:
Default
Callee video QoS profile:
Default
Caller sig QoS profile:
Default
Callee sig QoS profile:
Default
Caller inbound SDP policy:
None
Callee inbound SDP policy:
None
Caller outbound SDP policy:
None
Callee outbound SDP policy:
None
SDP Media Profile
:
None
Caller Generic Stream
:
my-stream
Callee Generic Stream
:
my-stream
Caller media disabled:
None
Callee media disabled:
None
Caller unsignaled secure media: Not Allowed
Callee unsignaled secure media: Not Allowed
Caller response downgrade support: No
Callee response downgrade support: No
Caller retry rtp support:
No
Callee retry rtp support:
No
Resend sdp answer in 200ok:
No
Caller tel-event payload type:
Default
Callee tel-event payload type:
Default
Media flag:
None
Restrict codecs to list:
Default
Restrict caller codecs to list: Default
Restrict callee codecs to list: Default
Codec preference list:
Default
Caller Codec profile:
None
Callee Codec profile:
None
Caller media caps list:
None
Callee media caps list:
None
TCS extra codec list:
None
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Caller media-type:
Inherit (default)
Callee media-type:
Inherit (default)
Caller Media Bypass:
Inherit (default)
Callee Media Bypass:
Inherit (default)
Media Bypass Type:
Not set
Callee local transfer support:
Inherit (default)
Maximum Call Duration:
Unlimited
Caller SRTP support:
Inherit (default)
Callee SRTP support:
Inherit (default)
SRTP Interworking:
Inherit (default)
SRTP media Interworking:
Inherit (default)
Ims rx preliminary-aar:
Disabled(default)
Ims media-service:
None(default)
media bandwidth policing:
Inherit(default)
Billing filter:
Inherit(default)
Caller ptime:
None (default)
Callee ptime:
None (default)
Caller codec variant conversion: Disabled (default)
Callee codec variant conversion: Disabled (default)
Caller inband DTMF mode:
Inherit(default)
Callee inband DTMF mode:
Inherit(default)
Caller Port Range Tag:
Inherit (default)
Callee Port Range Tag:
Inherit (default)
Session refresh renegotiation: Inherit(default)

BFCP サポートの設定例
次に、SBC の BFCP サポート機能の設定例を示します。
sbc sbc
sbe
stream-list my-stream
description voip stream list
generic-stream media-type application transport udp protocol BFCP
generic-stream media-type application transport udp protocol test
exit
cac-policy-set 2
cac-table 2
table-type limit src-adjacency
entry 1
action cac-complete
generic-stream caller my-stream
generic-stream callee my-stream
match-value SIP-adj-test
exit
exit
complete
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Cisco Unified Communications Manager
の回線側サポート
Cisco Unified Communications Manager は、エンタープライズ クラス IP 通信処理システムです。これ
は、IP Phone、メディア処理デバイス、VoIP ゲートウェイ、モバイル デバイスおよびマルチメディア
アプリケーションにエンタープライズ テレフォニー機能を拡張します。Cisco Unified Border Element
（SP Edition）は、Cisco Unified Communications Manager の回線側のサポートを提供します。このサ
ポートにより、リモート ユーザが使用する電話が、組織のネットワーク上の電話と通信できるように
なります。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco Unified Communications Manager の回線側のサポート機能は、Cisco IOS XE Release 3.5S 以降
の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Communications Manager の回線側サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.5S

Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート機能が追加され
ました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート機能について」（P.648）
• 「コール中のシグナリングおよびメディア フロー」（P.650）
• 「Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート機能の制約事項」（P.652）
• 「フォン プロキシの設定」（P.653）
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• 「フォン プロキシに関する情報の表示」（P.662）
• 「設定例」（P.663）

Cisco Unified Communications Manager の回線側サ
ポート機能について
Cisco Unified Communications Manager は組織のネットワーク上の IP 電話のまとまりの管理に使用さ
れます。次のいずれかのモードで動作します。

• ノンセキュア モード：このモードでは、非セキュア プロファイルと Real-Time Transport Protocol
（RTP）メディアを使用するデバイスが Cisco Unified Communications Manager に接続できます。
• 混合モード：このモードでは、非セキュアまたはセキュア プロファイルと RTP または Secure
Real-Time Transport Protocol（SRTP）メディアを使用するデバイスが Cisco Unified
Communications Manager に接続できます。

Cisco Unified Communications Manager の詳細については、次の URL にある、この製品のマニュアル
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_documentation_roadmaps_list.html

（注）

この章では、組織のネットワークは、信頼ネットワークと呼ばれます。インターネットを含むその他の
ネットワークはすべて信頼できないネットワークと呼ばれます。暗号化によってセキュリティ保護され
た通信はセキュア通信と呼ばれ、暗号化されていない通信は非セキュアな通信と呼ばれます。
信頼ネットワーク上の電話間の通信は、信頼ネットワーク上にあるため、暗号化されません。組織でリ
モート コンピュータのユーザが使用する VPN は信頼ネットワークの拡張です。リリース 3.5.0 以前の
リリースでは、VPN のサポートが IP Phone を対象にしていいないため、リモート ユーザが自身の電話
機を使用して信頼ネットワーク上の電話にコールできませんでした。リリース 3.5.0 から、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、Cisco Unified Communications Manager の回線側のサポー
トを提供します。このサポートにより、SBC 上フォン プロキシの設定が可能になります。リモート
ユーザが使用する電話機は、フォン プロキシを通じて組織のネットワーク上の電話機と通信できます。

SBC 上のフォン プロキシは、社内の IP テレフォニー ネットワークとインターネット間の IP テレフォ
ニーをブリッジします。信頼できないネットワークの電話機からのデータの暗号化を強制するように
フォン プロキシを設定して、このブリッジを保護できます。また、フォン プロキシは信頼できない
ネットワーク上の電話機からの TCP および RTP をサポートするように設定できます。フォン プロキシ
を使用すると、VPN トンネルを経由しなくても、在宅勤務者の電話から企業 IP テレフォニー ネット
ワークにインターネット経由で安全に接続できます。これを図 1 に示します。
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図 1
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証明書信頼リスト（CTL）は、Cisco Unified Communications Manager サーバ認証プロセスの中心と
なります。CTL ファイルは、電話機登録プロセス中に電話機でダウンロードするファイルの 1 つです。
このファイルには、セキュリティ トークンを使用してシステム管理者によって照明されている ID のリ
ストが含まれます。この場合、ID は Cisco Unified Communications Manager によって管理される電話
機です。セキュリティ トークンには、認証局をルートとする証明書が含まれています。この CA は、
電話機のトラスト アンカー リストに含まれています。CTL の署名を検証するため、電話機はシステム
管理者のセキュリティ トークンの証明書を検証し、証明書に含まれている公開キーを使用してファイ
ル シグニチャを検証します。電話機は CTL ファイルのシグニチャを検証した後、CTL ファイルにリス
トされているすべての ID を信頼できるシステム エレメントとしてインストールします。

SBC 上で設定されたフォン プロキシは、混合モードとノンセキュア モードの Cisco Unified
Communications Manager クラスタをサポートできます。セキュアな通信のためにフォン プロキシを
設定する場合、暗号化対応のリモート電話機はクラスタ モードにかかわらず暗号化モードに強制的に
設定されます。また、Transport Layer Security（TLS）、つまりシグナリングと SRTP（メディア）は、
常に SBC 上で終端します。また、SBC では、NAT を実行したり、メディア用にピンホールを開いた
り、受信 SIP ストリームに対してインスペクション ポリシーを適用したりできます。
隣接で設定されているフォン プロキシは、TFTP プロキシとして機能し、隣接のシグナリング アドレ
スでリッスンします。したがって、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで動作する Cisco IOS XE が提供
するネイティブ TFTP サービスは、同じ IP アドレスを使用できません。
フォン プロキシがセキュアな通信用に設定されている場合、フォン プロキシが、SBC 上で外部の電話
機からの TLS 接続を終端し、SBC から Cisco Unified Communications Manager への TCP 接続を開き
ます。フォン プロキシが非セキュアな通信用に設定されている場合、フォン プロキシが、SBC 上で外
部の電話機からの TCP 接続を終端し、SBC から Cisco Unified Communications Manager への新しい
TCP 接続を開きます。
フォン プロキシは次の追加機能を実行します。

• 証明書ベースの信頼できないネットワーク上の電話機の認証に使用する、CTL ファイルを作成し
ます。
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• TFTP 経由で要求された場合に IP 電話のコンフィギュレーション ファイルを変更し、セキュリ
ティ フィールドをノンセキュアからセキュアに変更し、電話に送信されるすべてのファイルに署
名します。これらの変更は、暗号化されたシグナリングとメディアを実行することを電話機に強制
することで、信頼できないネットワーク上の電話機を保護します。

コール中のシグナリングおよびメディア フロー
コール中にフォン プロキシでサポートされるシグナリング プロトコルおよびメディア フロー プロトコ
ルは、コールに参加する発信側電話機と着信側電話機のタイプに依存します。図 2 に、フォン プロキシ
経由で Cisco Unified Communications Manager と通信できる電話機のタイプを示します。
図 2

コール中のシグナリングおよびメディア フローを示すサンプル シナリオ
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この図では次のようになっています。

• 電話機 A は信頼できないネットワークにあります。SBC と電話機 A の間の通信は TLS で暗号化さ
れます。

• 電話機 B は、信頼ネットワーク内の Cisco Unified Communications Manager によって管理される
クラスタにあります。

• 電話機 C と電話機 D は信頼できないネットワークにあります。これらの 2 つの電話機は、NAT デ
バイスの背後に配置されていない場合とそうでない場合があります。これら 2 つの電話機と SBC
間の通信は暗号化されません。電話機 C と電話機 D の間の通信はこの章で説明していませんが、
フォン プロキシにより電話機 C と電話機 D 間の通信も可能であることに注意してください。
次のシナリオでは、図 2 に示す要素を使用し、さまざまなシナリオでコール中のシグナリングとメ
ディアのフローについて説明します。

• 「シナリオ 1：信頼できないネットワークのセキュアな電話機が信頼できないネットワークの非セ
キュアな電話機にコール」（P.651）
• 「シナリオ 2：信頼できないネットワークのセキュアな電話機が信頼ネットワークの非セキュアな
電話機にコール」（P.651）
• 「シナリオ 3：信頼できないネットワークの非セキュアな電話機が信頼ネットワークの非セキュア
な電話機にコール」（P.652）
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シナリオ 1：信頼できないネットワークのセキュアな電話機が信頼できない
ネットワークの非セキュアな電話機にコール
図 2 で、電話機 A は信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機であり、電話機 C は信頼できな
いネットワークの非セキュアな電話機です。表 1 に、電話機 A から電話機 C へのコール中のシグナリ
ングとメディア フローで使用されるプロトコルの一覧を示します。

表 1

電話機 A と電話機 C の間のシグナリングおよびメディア フロー

フローの方向

シグナリング プロトコル

メディア プロトコル

電話機 A から SBC へ

SIP over TLS

SRTP

SBC から Cisco Unified
Communications Manager へ
Cisco Unified Communications
Manager から SBC へ

SIP over TCP

RTP

SIP over TCP

RTP

SBC から電話機 C へ

SIP

RTP

電話機 C から SBC へ

SIP

RTP

SBC から Cisco Unified
Communications Manager へ
Cisco Unified Communications
Manager から SBC へ

SIP over TCP

RTP

SIP over TCP

RTP

SBC から電話機 A へ

SIP over TLS

SRTP

シナリオ 2：信頼できないネットワークのセキュアな電話機が信頼ネット
ワークの非セキュアな電話機にコール
図 2 で、電話機 A は信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機であり、電話機 B は信頼ネット
ワークの非セキュアな電話機です。表 2 に、電話機 A から電話機 B へのコール中のシグナリングとメ
ディア フローで使用されるプロトコルの一覧を示します。

表 2

電話機 A と電話機 B の間のシグナリングおよびメディア フロー

フローの方向

シグナリング プロトコル

メディア プロトコル

電話機 A から SBC へ

SIP over TLS

SRTP

SBC から Cisco Unified
Communications Manager へ
Cisco Unified Communications
Manager から電話機 B へ

SIP over TCP

RTP

SIP

RTP

電話機 B から Cisco Unified
Communications Manager へ

SIP

RTP

Cisco Unified Communications
Manager から SBC へ

SIP over TCP

RTP

SBC から電話機 A へ

SIP over TLS

SRTP
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シナリオ 3：信頼できないネットワークの非セキュアな電話機が信頼ネット
ワークの非セキュアな電話機にコール
図 2 で、電話機 C は信頼できないネットワーク上の非セキュアな電話機であり、電話機 B は信頼ネッ
トワークの非セキュアな電話機です。表 3 に、電話機 C から電話機 B へのコール中のシグナリングと
メディア フローで使用されるプロトコルの一覧を示します。

表 3

電話機 C と電話機 B の間のシグナリングおよびメディア フロー

フローの方向

シグナリング プロトコル

メディア プロトコル

電話機 C から SBC へ

SIP

RTP

SBC から Cisco Unified
Communications Manager へ
Cisco Unified Communications
Manager から電話機 B へ

SIP over TCP

RTP

SIP

RTP

電話機 B から Cisco Unified
Communications Manager へ

SIP

RTP

Cisco Unified Communications
Manager から SBC へ

SIP over TCP

RTP

SBC から電話機 C へ

SIP

RTP

Cisco Unified Communications Manager の回線側サ
ポート機能の制約事項
次に、Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート機能に関する制約事項を示します。

• 隣接で設定されているフォン プロキシは、TFTP プロキシとして機能し、隣接のシグナリング ア
ドレスでリッスンします。したがって、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで動作する Cisco IOS XE
が提供するネイティブ TFTP サービスは、同じ IP アドレスを使用できません。
• Cisco Unified Communications Manager TFTP サーバが IP アドレスではなくドメイン名で設定さ
れている場合、DNS 応答の最初の IP アドレスだけが使用されます。つまり、最初の IP アドレス
が何らかの理由で到達可能である場合、代替 IP アドレスは試行されず、接続は失敗します。
• 設定ハイ アベイラビリティ機能だけがサポートされます。TFTP セッションのハイ アベイラビリ
ティ機能はサポートされません。したがって、スイッチオーバー後、すべての TFTP 接続が失わ
れ、IP 電話はこれらの接続を再確立する必要があります。
• シャーシ内ハイ アベイラビリティ機能だけがサポートされます。Cisco Unified Communications
Manager の回線側サポート機能は、シャーシ間ハイ アベイラビリティ機能をサポートしない暗号
化公開キー インフラストラクチャ（PKI）を使用するため、シャーシ間ハイ アベイラビリティ機
能はサポートされません。

• TLS 双方向認証はサポートされていません。
• IPv4 だけがサポートされます。IPv6 はサポートされていません。
• Cisco Unified Communications Manager 上の Key Press Markup Language（KPML）はサポート
されません。Cisco Unified Communications Manager を設定する際、KPML の代わりにダイヤル
プランを選択する必要があります。
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• オーバーラップ ダイヤリング、アドホック会議、コール ピックアップ、コール パーク、共用回
線、リセットおよびリスタートなどのサービスはサポートされません。

フォン プロキシの設定
ここでは、フォン プロキシの設定について説明します。

• 「設定の要件」（P.653）
• 「プロキシでサポートされている Cisco Unified Communications Manager と IP Phone のバージョ
ン」（P.654）
• 「エンドユーザの電話機のプロビジョニング」（P.655）
• 「PKI トラスト ポイントの作成」（P.656）
• 「CTL ファイルの作成」（P.657）
• 「SBC でのフォン プロキシの設定」（P.658）
• 「フォン プロキシの TFTP ポート範囲の設定」（P.660）
• 「隣接へのフォン プロキシの関連付け」（P.661）

設定の要件
フォン プロキシを設定する前に、SBC が次の設定要件を満たしていることを確認してください。

• SBC には、次の基準を満たすメディア終端の IP アドレスが必要です。
– IP アドレスは、SBC の外部ネットワーク インターフェイスに関連付けられたアドレス範囲内
の未使用の IP アドレスである、パブリックにルーティング可能なアドレスです。
– IP アドレスは、SBC 上のインターフェイスと同一アドレスにはできません。これには、リ
モート IP 電話の接続先である SBC 上の外部インターフェイスの IP アドレスが含まれます。
– IP アドレスは、既存のスタティック NAT プールまたは NAT 規則と重複できません。
– IP アドレスは、Cisco Unified Communications Manager サーバまたは TFTP サーバの IP アド
レスと同じにはできません。

• ルータまたはゲートウェイの背後にある IP 電話の場合は、電話がメディア終端アドレスに到達で
きるように、ルータまたはゲートウェイでメディア終端アドレスにルートを追加する必要がありま
す。

（注）

組織のセキュリティ ポリシーで、内部ネットワーク上の IP 電話に外部ネットワークへの
ルートを指定できないことが義務付けられている場合は、内部ネットワーク上で Cisco
Unified Communications Manager と互換性がある NAT デバイスを使用することを推奨し
ます。内部ネットワーク アドレスの範囲内にあるアドレスでメディア終端アドレスを表す
ことによって、内部 IP 電話を外部ルートに公開する必要がなくなります。

• TFTP サーバは、Cisco Unified Communications Manager と同じインターフェイス上に常駐してい
る必要があります。

• Cisco Unified Communications Manager を設定する際、KPML の代わりにダイヤル プランを選択
する必要があります。これは、Cisco Unified Communications Manager 上の KPML がフォン プロ
キシでサポートされないためです。手順については、『Cisco Unified Communications Manager
Administration Guide』を参照してください。
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• Cisco Unified Communications Manager に設定されている IP アドレスではなく、完全修飾ドメイ
ン名（FQDN）がある場合、SBC で DNS ルックアップを設定しイネーブルにする必要がありま
す。DNS ルックアップの設定後、SBC から、設定した FQDN で Cisco Unified Communications
Manager に ping できることを確認します。
• Certificate Authority Proxy Function（CAPF）サービスをイネーブルにし、Cisco Unified
Communications Manager がパブリッシャで実行されておらず、パブリッシャが IP アドレスでは
なく FQDN を使用して設定されている場合、DNS ルックアップを設定する必要があります。
• TFTP 要求を許可するように SBC で次のアクセスリスト ルールを設定する必要があります。
– アドレス：TFTP サーバ
– ポート：69
– プロトコル：UDP
– 説明：TFTP の着信を許可する
• フォン プロキシが、既存のファイアウォールの背後に導入されている場合は、フォン プロキシへ
のシグナリング、TFTP、およびメディア トラフィックを許可するアクセス リスト規則を設定する
必要があります。ただし、NAT が Cisco Unified Communications Manager 用に必要な場合、既存
のファイアウォール上ではなく、SBC 上で NAT を設定する必要があります。
表 4 にポートの設定要件をリストします。

表 4

ポート設定要件

プロトコ
ル

説明

1024-65535

UDP

SRTP の着信を許可する

69

UDP

TFTP の着信を許可する

5061

TCP

セキュア SIP の着信を許可する

アドレス

ポート

メディアの終端

TFTP サーバ
Cisco Unified
Communications Manager

（注）

これらすべてのポートは、TFTP を除き、Cisco Unified Communications Manager に設定
可能です。この表に示されているデフォルト値は、Cisco Unified Communications
Manager で設定された値と一致するように変更する必要があります。TFTP サーバまたは
Cisco Unified Communications Manager に NAT が設定されている場合は、変換後のグ
ローバル アドレスをアクセス リストで使用する必要があります。

プロキシでサポートされている Cisco Unified Communications
Manager と IP Phone のバージョン
Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート機能は、Cisco Unified Communications
Manager Release 7.0 以降でサポートされます。これは、Cisco Unified Communications Manager の以
前のリリースが、1 つの IP アドレスで登録された複数の電話機をサポートしないためです。
Cisco Unified Communications Manager は、電話機が SIP over TCP を使用する場合だけ、1 つの IP ア
ドレスで登録されている複数の電話機をサポートします。したがって、UDP ベースの電話機はサポー
トされません。電話機が UDP ベースかどうかを判別するには、電話機に付属のユーザ マニュアルを参
照してください。
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エンドユーザの電話機のプロビジョニング
電話機を登録するには、フォン プロキシと Cisco Unified Communications Manager を介して認証し他
の電話機と通信するために必要な情報を電話機に設定することが必要です。登録は、電話機を信頼ネッ
トワークに接続するときに実行される、自動化されたプロセスです。次に、登録プロセスの要約を示し
ます。

1. 電話機は、認証用に製造元がインストールした証明書（MIC）を Cisco Unified Call Manager パブ
リッシャ上の CAPF サービスに提示します。
デフォルトでは、MIC は電話機にあります。

2. CAPF は、MIC を認証した後、電話機にローカルで有効な証明書（LSC）を配置します。

LSC は、各コール中に Cisco Unified Communications Manager と電話機間の TLS 接続を確立する
ために使用されます。
3. 電話機が CTL ファイルをダウンロードします。
電話機は、SBC に CTL ファイルの TFTP 要求を送信します。設定手順の一部として、SBC は、
CTL ファイルを生成します。SBC は、電話機からの TFTP 要求にこのファイルを送信することで
応答します。

4. 電話機は Initial Trust List（ITL）ファイルをダウンロードします。
電話機は、SBC に ITL ファイルの TFTP 要求を送信します。SBC は、Cisco Unified
Communications Manager にこの要求を転送し、Cisco Unified Communications Manager が SBC
にこのファイルを送信することによって応答します。SBC は、電話機にファイルを転送します。

5. 電話機は、SEP ファイルをダウンロードします。
電話機は、SBC に Selsius Ethernet Phone（SEP）ファイル（つまり、SEP<mac>.cnf.xml ファイ
ル）の TFTP 要求を送信します。SBC は、Cisco Unified Communications Manager にこの要求を
転送し、Cisco Unified Communications Manager が SBC にこのファイルを送信することによって
応答します。SBC は、Cisco Unified Communications Manager でサポートされるサービスに対し
て定義されたアクセス権を反映させてファイルを更新します。これらのアクセス権は、フォン プ
ロキシを設定する際に設定することに注意してください。SBC は、ファイルに署名し、電話機に
転送します。

6. 他のいくつかのファイル（ロケール固有のファイルなど）は、Cisco Unified Communications
Manager から SBC によってダウンロードされます。SBC はこれらのファイルに署名してから電話
機に転送します。

フォン プロキシを設定する手順の概要
次に、フォン プロキシを設定するための手順の概要を示します。

1. PKI トラスト ポイントを作成します。
2. CTL ファイルを作成します。
3. フォン プロキシを作成します。
4. 隣接にフォン プロキシを接続します。
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PKI トラスト ポイントの作成
フォン プロキシが使用する TLS プロキシが TLS ハンドシェイクを完了するためには、TLS プロキシ
が IP Phone からの証明書を確認する必要があります。TLS プロキシは、TLS ハンドシェイクが Cisco
Unified Communications Manager との間で実行される場合、Cisco Unified Communications Manager
からの証明書も確認する必要があります。TLS プロキシは、IP Phone の証明書を検証するために、CA
製造業者証明書を必要とします。CA 製造業者証明書を Cisco Unified Communications Manager から
SBC にインポートするには次の手順を実行します。
ステップ 1

SBC 上でキーペアと自己署名トラストポイントを作成するには、次のコマンドを実行します。
Router(config)# crypto key generate rsa label pp_rsa modulus 1024 general-keys
Router(config)# crypto pki trustpoint self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Router(config-ca-trustpoint)# subject-name CN=SBC-Phone-Proxy,OU=my_BU,O=my_company
Router(config-ca-trustpoint)# crypto pki enroll self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# rsakeypair pp_rsa

ステップ 2

Cisco Unified Communications Manager のオペレーティング システム管理 Web ページを開きます。

ステップ 3

[Security] > [Certificate Management] の順に選択します。
（注）

Cisco Unified Communications Manager の一部のリリースには別の UI があり、証明書を見つ
けるために異なる手順の実行が必要な場合があります。

ステップ 4

[Find] をクリックします。証明書のリストが表示されます。

ステップ 5

Cisco_Manufacturing_CA.pem ファイルをダブルクリックします。証明書をダウンロードすることも
可能なダイアログ ボックスに認証情報が表示されます。

（注）

認証リストに、ファイル名が Cisco_Manufacturing_CA の証明書が複数含まれている場合は、
Cisco_Manufacturing_CA.pem（つまり拡張子 .pem が付いたファイル）を選択してください。

ステップ 6

[Download] をクリックし、ファイルをテキスト ファイルとして保存します。

ステップ 7

SBC で、Cisco Manufacturing CA にトラストポイントを作成し、次のコマンドを入力して端末経由で
登録します。ステップ 6 でダウンロードする証明書をコピーするため、端末で登録する必要がありま
す。
Router(config)# crypto ca trustpoint trustpoint_name
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

ステップ 8

次のコマンドを実行して、トラストポイントを認証します。
Router(config)# crypto ca authenticate trustpoint

ステップ 9

Base-64 で符号化された CA 証明書を入力するプロンプトで、ステップ 6 でダウンロードするファイル
の内容をコピーし、プロンプトで貼り付けます。ファイルはすでに Base-64 で符号化されているため、
変換は不要です。ファイルを受け入れるプロンプトで yes と入力します。
（注）

ステップ 10

証明書をコピーする場合は、BEGIN および END の行もコピーしてください。

次の認証についてステップ 2 ～ 9 を繰り返します。表 5 に、SBC で必要な証明書を示します。
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表 5

SBC でフォン プロキシに必要な証明書

証明書名

目的

Cisco_Manufacturing_CA

MIC で IP Phone を認証します。

CAP-RTP-001

MIC で IP Phone を認証します。

CAP-RTP-002

MIC で IP Phone を認証します。

CAPF

LSC で IP 電話を認証します。

CTL ファイルの作成
この作業では、CTL ファイルを作成する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc ctl-file ctl-file-name
3. description description
4. record-entry [capf | selfsigned] trustpoint trustpoint-name
5. complete
6. end
7. show sbc ctl-file [ctl-file-name]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc ctl-file ctl-file-name

CTL ファイルを作成します。
• ctl-file-name：CTL ファイルの名前。

例：
Router(config)# sbc ctl-file ctl-1

ステップ 3

CTL ファイルの説明を設定します。

description description

• description：CTL ファイルの説明。
例：
Router(config-ctl-file)# description ctl_101
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

record-entry [capf | selfsigned] trustpoint
trustpoint-name

CTL ファイルの作成に使用するトラストポイントを指定し
ます。

例：
Router(config-ctl-file)# record-entry capf
trustpoint trustpoint_1

• capf：トラストポイントが Cisco Unified
Communications Manager からルータにインポートさ
れた CAPF 証明書を使用して作成されることを指定し
ます。

• selfsigned：トラストポイントがルータで自己署名さ
れていることを指定します。

• trustpoint trustpoint-name：トラスト ポイントの名前
を指定します。
ステップ 5

CTL ファイルの作成を完了します。

complete

例：
Router(config-ctl-file)# complete

ステップ 6

CTL ファイル コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

end

例：
Router(config-ctl-file)# end

ステップ 7

show sbc ctl-file [ctl-file-name]

すべての CTL ファイルまたは指定した CTL ファイルの詳
細を表示します。

例：
Router# show sbc ctl-file ctl-1

SBC でのフォン プロキシの設定
この作業では、SBC でフォン プロキシを設定する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc phone-proxy phone-proxy-name
3. description description
4. tftp-server address [ipv4 server-ip-address | domain-name] local-address ipv4 local-ip-address
vrf vrf-name
5. ctl-file ctl-file-name
6. access-secure
7. disable service-settings
8. capf-address ipv4 ip-address
9. session-timeout timeout-interval
10. max-concurrent-sessions number-of-sessions
11. complete
12. end
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13. show sbc phone-proxy [phone-proxy-name [sessions] | sessions]
14. show sbc sbc-name sbe adjacencies pp-sip detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc phone-proxy phone-proxy-name

フォン プロキシを設定します。

• phone-proxy-name：フォン プロキシの名前。
例：
Router(config)# sbc phone-proxy phone-proxy-1

ステップ 3

description description

フォン プロキシの説明を設定します。

• description：フォン プロキシの説明。
例：
Router(config-phone-proxy)# description
cluster-test

ステップ 4

tftp-server address [ipv4 server-ip-address|
domain-name] local-address ipv4
local-ip-address vrf vrf-name

TFTP サーバのアドレスを指定します。

例：
Router(config-phone-proxy)# tftp-server address
ipv4 198.51.100.101 local-address ipv4
192.168.0.109 vrf vrf1

ステップ 5

CTL ファイルの名前を指定します。

ctl-file ctl-file-name

• ctl-file-name：CTL ファイルの名前。
例：
Router(config-phone-proxy)# ctl-file myctl

ステップ 6

セキュア（暗号化）モードを SBC へのアクセスに使用す
ることを指定します。デフォルトでは、非セキュア モード
が SBC との通信に使用されます。

access-secure

例：
Router(config-phone-proxy)# access-secure

ステップ 7

disable service-settings

例：
Router(config-phone-proxy)#
disable-service-settings

ステップ 8

capf-address ipv4 ip-address

例：
Router(config-phone-proxy)# capf-address ipv4
198.51.100.102

Cisco Unified Communications Manager で設定されたサー
ビス設定をディセーブルにします。PC ポート、Gratuitous
ARP、音声 VLAN アクセス、Web アクセス、および Span
to PC Port は、Cisco Unified Communications Manager で
デフォルトで有効になっているサービスの例です。
CAPF サービスのローカル アドレスとしてダミー IP アド
レスを設定します。このアドレスは LSC の更新に使用さ
れます。
• ip-address：CAPF サービスのダミー IP アドレス。
（注）

指定するダミーの IP アドレスは他のサービスで使
用することはできません。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

session-timeout timeout-interval

TFTP セッションを開いたままにしておくことができる最
大時間（秒単位）を指定します。範囲は 60 ～ 6000 です。
デフォルト値は 180 です。

例：
Router(config-phone-proxy)# session-timer 200

ステップ 10

max-concurrent-sessions number-of-sessions

• timeout-interval：セッションの最大長。
同時セッションの最大数を指定します。

• number-of-sessions：同時セッションの最大数。
例：
Router(config-phone-proxy)#
max-concurrent-sessions 4

ステップ 11 complete

デフォルトは 30 セッションです。
フォン プロキシの設定を完了します。

例：
Router(config-phone-proxy)# complete

ステップ 12 end

フォン プロキシ コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-phone-proxy)# end

ステップ 13 show sbc phone-proxy [phone-proxy-name
[sessions] | sessions]

指定しフォン プロキシまたはすべてのフォン プロキシで
実行中のセッションの詳細を表示します。

• phone-proxy-name：フォン プロキシの名前。

例：
Router# show sbc phone-proxy phone-proxy-1

ステップ 14 show sbc sbc-name sbe adjacencies pp-sip detail 指定した隣接の設定の詳細を表示します。
例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies pp-sip
detail

フォン プロキシの TFTP ポート範囲の設定
この作業では、フォン プロキシの TFTP ポート範囲を設定する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc phone-proxy tftp-address ipv4 ip-address [vrf vrf-name]
3. port-range min-port max-port
4. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc phone-proxy tftp-address ipv4 ip-address
[vrf vrf-name]

TFTP サーバの IP アドレスと VRF 名を指定します。
• ip-address：TFTP サーバの IP アドレス。
• vrf-name：TFTP サーバの VRF 名。

例：
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address
ipv4 192.168.0.109 vrf vrf1

ステップ 3

port-range min-port max-port

TFTP サーバのポート範囲を指定します。
• min-port：ポート範囲の開始ポート番号。

例：
Router(config-pp-pr)# port-range 30000 40000

ステップ 4

end

• max-port：ポート範囲の終了ポート番号。
フォン プロキシ コンフィギュレーション モードを終了し、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-pp-pr)# end

隣接へのフォン プロキシの関連付け
この作業では、隣接にフォン プロキシを関連付ける方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. phone-proxy phone-proxy-name
6. attach
7. end
8. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name：隣接名。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip pp-adj

ステップ 5

phone-proxy phone-proxy-name

隣接に関連付けるフォン プロキシの名前を指定します。

• phone-proxy-name：フォン プロキシの名前。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy
phone-proxy-1

ステップ 6

attach

隣接にフォン プロキシを関連付けます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 7

SBE SIP 隣接モードを終了し、特権 EXEC モードを開始し

end

ます。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 8

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した隣接の設定の詳細を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies pp-adj
detail

フォン プロキシに関する情報の表示
フォン プロキシに関する情報を表示し、問題をトラブルシューティングするには、次のコマンドを使
用します。

• フォン プロキシの接続に関するデータのデバッグ ロギングをイネーブルにするには、次のコマン
ドを使用します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

662

OL-19820-11-J

Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート
設定例

debug sbc phone-proxy [all | cli| | detail | error | event]
• フォン プロキシのハイ アベイラビリティ機能に関するデータのデバッグ ロギングをイネーブルに
するには、次のコマンドを使用します。

debug sbc sbc-name high-availability phone-proxy

設定例
以降の項で説明する例は、フォン プロキシをさまざまなシナリオで設定する例を示します。

• 「単一クラスタの LSC がインストールされたセキュア アクセスのためのフォン プロキシの設定」
（P.663）
• 「単一クラスタの LSC がインストールされていないセキュア アクセスのためのフォン プロキシの
設定」（P.665）
• 「単一クラスタの非セキュア アクセスのためのフォン プロキシの設定」（P.668）
• 「フォン プロキシの削除」（P.669）

単一クラスタの LSC がインストールされたセキュア アクセスのためのフォ
ン プロキシの設定
図 3 に、信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機が信頼ネットワークの電話機にアクセスす
る動作環境を示します。このサンプル シナリオでは、LSC がインストールされ CAPF サーバが設定さ
れます。
図 3

信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機が、LSC がインストールされている信頼ネッ
トワーク上の電話機にアクセス
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この動作環境でフォン プロキシおよび他のエンティティを設定するには、次の手順を実行します。い
くつかのコマンドが簡潔さのためにこれらの手順から除外されていることに注意してください。
ステップ 1

既存の自己署名トラストポイントおよび証明書が存在する場合、この手順をスキップして次の手順に直
接進みます。そうでない場合は、次のコマンドを実行して、RSA キーペアおよび自己署名トラストポ
イントを作成し、証明書を生成します。
Router(config)# crypto key generate rsa label pp_rsa modulus 1024 general-keys
Router(config)# crypto pki trustpoint self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Router(config-ca-trustpoint)# subject-name CN=SBC-Phone-Proxy,OU=my_BU,O=my_company
Router(config-ca-trustpoint)# crypto pki enroll self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# rsakeypair pp_rsa

ステップ 2

次のコマンドを実行して、CAPF 証明書を Cisco Unified Communications Manager からインポートし、
トラスト ポイントを作成します。
Router(config)# crypto pki trustpoint capf_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal
Router(config-ca-trustpoint)# crypto pki authenticate capf_trustpoint

ステップ 3

次のコマンドを実行して、CTL ファイルを作成します。
Router(config)# sbc ctl-file myctl
Router(config-ctl-file)# record-entry capf trustpoint capf_trustpoint
Router(config-ctl-file)# record-entry selfsigned trustpoint self_trustpoint
Router(config-ctl-file)# complete

ステップ 4

次のコマンドを実行して、フォン プロキシを作成します。
Router(config)# sbc phone-proxy mypp_1
Router(config-phone-proxy)# tftp-server address ipv4 198.51.100.101 local-address ipv4
192.0.2.10 vrf vrf1
Router(config-phone-proxy)# ctl-file myctl
Router(config-phone-proxy)# access-secure
Router(config-phone-proxy)# capf-address ipv4 203.0.113.10
Router(config-phone-proxy)# complete

（注）
ステップ 5

capf-address の値は、未使用の任意の IP アドレスにすることができます。

次のコマンドを実行して、TFTP ポート範囲を定義します。
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10 vrf vrf1
Router(config-pp-pr)# port-range 8192 30000
.
.
.
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10

（注）

ステップ 6

使用中の各 TFTP クライアント アドレスとローカル TFTP サーバ アドレス（アクセス側隣接の
シグナリング アドレスと同じ）の TFTP アドレス エントリを作成します。各 TFTP アドレスの
ポート範囲の指定は任意です。ポート範囲を指定しない場合は、32768 ～ 65535 がデフォルト
のポート範囲として使用されます。

次のコマンドを実行して、SIP 隣接を設定します。
Router(config)# sbc sbc1
Router(config-sbc)# sbe

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

664

OL-19820-11-J

Cisco Unified Communications Manager の回線側サポート
設定例

.
.
.
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip access-1
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# fast-register disable
Router(config-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-access
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security untrusted-encrypted
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 192.0.2.10
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 209.165.201.2 255.255.255.0
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 209.165.201.2
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy mypp_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
.
.
.
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip core-1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# vrf vrf1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# force-signaling-peer
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-core
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 198.51.100.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 198.51.100.101 255.255.255.255
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration target address 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration contact username passthrough
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

（注）
ステップ 7

registration target address は Cisco Unified Communications Manager の IP アドレスです。

次のコマンドを実行して、CAPF の NAT を設定します。

（注）

指定したアドレス範囲は隣接のリモート アドレス範囲である必要があります。

Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#

（注）

access-list 1 permit 209.165.201.2 0.0.0.255
ip nat pool CAPF_NAT 198.51.100.151 198.51.100.151 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool CAPF_NAT overload
ip nat outside source static 198.51.100.102 203.0.113.10 add-route

203.0.113.10 はフォン プロキシで設定したダミー CAPF IP アドレスです。ダミー IP アドレス
は、他のサービスには使用できません。

単一クラスタの LSC がインストールされていないセキュア アクセスのため
のフォン プロキシの設定
図 4 に、信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機が信頼ネットワークの電話機にアクセスす
る動作環境を示します。LSC はこのサンプル シナリオでインストールされていません。
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図 4

信頼できないネットワーク上のセキュアな電話機が、LSC がない信頼ネットワーク上の電話機
にアクセス
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この動作環境でフォン プロキシおよび他のエンティティを設定するには、次の手順を実行します。い
くつかのコマンドが簡潔さのためにこれらの手順から除外されていることに注意してください。
ステップ 1

既存の自己署名トラストポイントおよび証明書が存在する場合、この手順をスキップして次の手順に直
接進みます。そうでない場合は、次のコマンドを実行して、RSA キーペアおよび自己署名トラストポ
イントを作成し、証明書を生成します。
Router(config)# crypto key generate rsa label pp_rsa modulus 1024 general-keys
Router(config)# crypto pki trustpoint self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Router(config-ca-trustpoint)# subject-name CN=SBC-Phone-Proxy,OU=my_BU,O=my_company
Router(config-ca-trustpoint)# crypto pki enroll self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# rsakeypair pp_rsa

ステップ 2

次のコマンドを実行して、CAPF 証明書を Cisco Unified Communications Manager からインポートし、
トラスト ポイントを作成します。
Router(config)# crypto pki trustpoint CAP-RTP-001_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal
Router(config)# crypto pki authenticate CAP-RTP-001_trustpoint
Router(config)# crypto pki trustpoint CAP-RTP-002_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal
Router(config)# crypto pki authenticate CAP-RTP-002_trustpoint
Router(config)# crypto pki trustpoint Cisco_Manufacturing_CA_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal
Router(config)# crypto pki authenticate Cisco_Manufacturing_CA_trustpoint

ステップ 3

次のコマンドを実行して、CTL ファイルを作成します。
Router(config)# sbc ctl-file myctl
Router(config-ctl-file)# record-entry selfsigned trustpoint self_trustpoint
Router(config-ctl-file)# complete
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ステップ 4

次のコマンドを実行して、フォン プロキシを作成します。
Router(config)# sbc phone-proxy mypp_1
Router(config-phone-proxy)# tftp-server address ipv4 198.51.100.101 local-address ipv4
192.0.2.10 vrf vrf1
Router(config-phone-proxy)# ctl-file myctl
Router(config-phone-proxy)# access-secure
Router(config-phone-proxy)# disable-service-settings
Router(config-phone-proxy)# complete

ステップ 5

次のコマンドを実行して、TFTP ポート範囲を定義します。
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10 vrf vrf1
Router(config-pp-pr)# port-range 30000-60000
.
.
.
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 10.10.2.6
Router(config-pp-pr)# port-range 35000 55000

ステップ 6

次のコマンドを実行して、SIP 隣接を設定します。
Router(config)# sbc sbc1
Router(config-sbc)# sbe
.
.
.
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip access-1
.
.
.
Router(config-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-access
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security untrusted-encrypted
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 192.0.2.10
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 209.165.201.2 255.255.255.0
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 209.165.201.2
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy mypp_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip access-2
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security untrusted-encrypted
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.10.2.6
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address 69.118.130.9 255.255.255.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 69.118.122.6
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy mypp_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip core-1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# vrf vrf1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# force-signaling-peer
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-core
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 198.51.100.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 198.51.100.101 255.255.255.255
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration target address 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
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単一クラスタの非セキュア アクセスのためのフォン プロキシの設定
図 5 に、クラスタ外かつ信頼ネットワーク内の電話機がクラスタ内の電話機にアクセスする設定を示
します。
図 5

非クラスタの電話機がクラスタ内の電話機にアクセス
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この動作環境でフォン プロキシおよび他のエンティティを設定するには、次の手順を実行します。い
くつかのコマンドが簡潔さのためにこれらの手順から除外されていることに注意してください。
ステップ 1

既存の自己署名トラストポイントおよび証明書が存在する場合、この手順をスキップして次の手順に直
接進みます。そうでない場合は、次のコマンドを実行して、RSA キーペアおよび自己署名トラストポ
イントを作成し、証明書を生成します。
Router(config)# crypto key generate rsa label pp_rsa modulus 1024 general-keys
Router(config)# crypto pki trustpoint self_trustpoint
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Router(config-ca-trustpoint)# crypto pki enroll self_trustpoint

ステップ 2

次のコマンドを実行して、CTL ファイルを作成します。
Router(config)# sbc ctl-file myctl
Router(config-ctl-file)# record-entry selfsigned trustpoint self_trustpoint
Router(config-ctl-file)# complete

ステップ 3

次のコマンドを実行して、フォン プロキシを作成します。
Router(config)# sbc phone-proxy mypp_1
Router(config-phone-proxy)# tftp-server address ipv4 198.51.100.101 local-address ipv4
192.168.0.109 vrf vrf1
Router(config-phone-proxy)# ctl-file myctl
Router(config-phone-proxy)# no access-secure
Router(config-phone-proxy)# complete

ステップ 4

次のコマンドを実行して、TFTP ポート範囲を定義します。
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Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10 vrf vrf1
Router(config-pp-pr)# port-range 30000 60000
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 192.0.2.10
Router(config)# sbc phone-proxy tftp-address ipv4 10.10.2.6
Router(config-pp-pr)# port-range 35000 55000

ステップ 5

次のコマンドを実行して、SIP 隣接を設定します。
Router(config)# sbc sbc-name
Router(config-sbc)# sbe
.
.
.
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip access-1
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-access
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 192.0.2.10
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address 69.118.122.5 255.255.255.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 69.118.122.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy mypp_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip access-2
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-access
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.10.2.6
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address 69.118.130.9 255.255.255.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 209.165.201.9
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# phone-proxy mypp_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration rewrite-register
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip core-1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# vrf vrf1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# force-signaling-peer
.
.
.
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile preset-core
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 198.51.100.5
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 198.51.100.101 255.255.255.255
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# registration target address 198.51.100.101
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

フォン プロキシの削除
次に、フォン プロキシを削除する方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip pp-adj
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no attach
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# no phone-proxy pp
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbc-sbe)# exit
Router(config-sbc)# exit
Router(config)# sbc phone-proxy pp
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Router(config-phone-proxy)# no complete
Router(config-phone-proxy)# exit
Router(config)# no sbc phone-proxy pp
Router(config)# sbc ctl-file ctl-1
Router(config-ctl-file)# no complete
Router(config-ctl-file)# exit
Router(config)# no sbc ctl-file ctl-1
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H.323 のサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プ
ロトコル）に加え、H.323 がサポートされています。この H.323 インターワーキング機能により、複
数のベンダーが提供するマルチメディア製品およびアプリケーションの相互運用を可能にし、ユーザが
互換性を気にすることなく通信できるようになります。
H.323 は、Local Area Network（LAN; ローカル エリア ネットワーク）、Wide Area Network（WAN）、
インターネットなどのパケット交換網におけるマルチメディア通信の国際標準です。これは 1996 年、
International Communications Union（ITU）により初めて定義されました。最新バージョンは、2006
年に規定された H.323 バージョン 6 です。
（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

H.323 サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
3.2S
Cisco IOS XE Release
3.3S

H.323 機能のサポートが、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション
サービス ルータに導入されました。

H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールのサポートの制約事
項が追加されました。
制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポート機能が追加さ
れました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「H.323 サポートの前提条件」（P.674）
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• 「H.323 サポートの制約事項」（P.674）
• 「H.323 サポートに関する情報」（P.674）
• 「H.323 の機能」（P.675）
• 「H.323 機能の設定」（P.693）
• H.245 個別制御チャネル、および RAS テクノロジー プレフィクス：例
• ユーザ プロトコル タイマー制御の設定：例

H.323 サポートの前提条件
この機能を使用するには、H.323 に関連する ITU 標準、ゲートキーパー、およびゲートウェイに関す
る基本的な理解を必要とします。ゲートウェイは、Public Switched Telephone Network （PSTN; 公衆
電話回線網）と H.323 ネットワークの間のエッジ ルーティングを決定します。ゲートキーパーは、複
数のゲートウェイを論理的ゾーンにグループ化し、ゾーン間でコール ルーティングを行います。

H.323 サポートの制約事項
H.323 サポートの制約事項については、この章、およびこのマニュアルのその他の H.323 に関連する
章で、機能ごとに列挙してあります。

H.323 サポートに関する情報
H.323 は、ITU-T 標準 H.323、H.225.0、H.245、H.450 シリーズ、および H.460 シリーズを含む一連
のプロトコルおよびドキュメントです。標準 H.323 システムには、H.323 のすべてのコンポーネント
が必要であるわけではありません。たとえば、ナンバー ポータビリティについて記述した H.460.2 は、
通常、企業のビデオ会議システムでは使用されません。H.323 は、音声、ビデオ、およびテキストを送
信するために、ITU で定義されたコーデックと、ITU 以外で定義されたコーデックを使用します。
H.323 は、Voice over Internet Protocol（VoIP）、および IP ベースのビデオ会議で使用され、セッショ
ン開始プロトコル（SIP）と同様の役割を果たします。H.323 は、当初から、主に IP ネットワークで動
作するように設計されていますが、その他のパケット交換網でも動作できます。また、H.323 はマルチ
ポイントの音声およびビデオ会議機能を年頭において設計されましたが、ほとんどのユーザは、このプ
ロトコルに規定されているマルチポイント機能を活用していません。
H.323 は機能的には SIP より進んでいますが、柔軟性の面では SIP に劣ります。現在、SIP の定義は明
確ではありませんが、スケーラビリティに優れ、インターネット アプリケーションを統合しやすく
なっています。SIP 同様、H.323 も世界中のネットワークにおける音声およびビデオ転送で世界市場を
リードし、毎月、膨大な量の音声トラフィックを運んでいます。SBC は SIP と H.323 の両方をサポー
トしています。これにより、複数のベンダーが提供するマルチメディア製品およびアプリケーションの
相互運用を可能にし、ユーザが互換性を気にすることなく通信できるようになります。
サポートされている H.323 機能のうち、このコンフィギュレーション ガイドの別の章で説明されてい
るもの、またはこの章に記載されている標準 Q.931/H.225 プロトコルの一部として説明されているも
のは次のとおりです。

• H.323-SIP インターワーキング：定義済みの SIP/H.323 コールおよびメディア シグナリング サブ
セットのインターワーキング。このコンフィギュレーション ガイドの「H.323-SIP インターワーキ
ング」の章を参照してください。
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：conferenceID および
• 基本的な会議パススルー（この機能は Q.931/H.225 パススルーの一部です）
conferenceGoal のパススルー。会議は、コール マネージャなどのサード パーティ製機器により制
御されます。SBC により、会議は、会議に関連するすべての情報をパススルーできるようになり
ます。

• H.450 パススルー（この機能は Q.931/H.225 パススルーの一部です）：コール レッグの間での
H.450 要素のパススルー。

（注）

確立済みの H.323-H.323 および SIP-H.323 インターワーキング コールを含むすべての H.323 コール
は、SBC スイッチオーバーの際、切断されます。SBC スイッチオーバーは、ハードウェア冗長システ
ム（Cisco ASR 1006 ルータなど）で、アクティブ RP がスタンバイ RP にスイッチオーバーした場合、
または冗長ソフトウェア システム（Cisco ASR 1002 ルータなど）で、アクティブ IOS プロセスがスタ
ンバイ IOS プロセスにスイッチオーバーした場合に発生します。

H.323 の機能
この章では、サポートされている次の H.323 機能について説明します。H.323 コール ルーティング機
能については、「Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装」の章で説明します。

• H.323 コール ルーティング
• H.323 ビデオ コーデックのサポート
• H.323 Slow Start to H.323 Fast Start Interop
• H.245 個別制御チャネル
• H.245 パススルー
• スロー スタート メディア リレー
• コーデック マッピング
• DTMF インターワーキング
• トランスコーディング
• RAS テクノロジー プレフィクス
• ユーザ プロトコル タイマーの制御
• T.38 ファクス リレー
• Q.931/H.225 パススルー
• H.323 プライバシー
• Call Proceeding での H.245 アドレス
• H.323 に対する複数の TCP
• H.323 インターフェイスでの SIP セキュア コールの機能強化
• 制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポート

H.323 コール ルーティング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のような H.323 コール ルーティング機能をサポー
トしています。

• H.323 ハンティング
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• ルーティング ポリシーでのネクスト ホップの選択
• H.323 アドレス指定のサポート
• DNS 名前解決
• 番号の検証と編集
• ロード バランシング
• VPN 間コール

（注）

この章に記載されている H.323 コール ルーティング機能の説明はあくまでも参考です。詳細について
は、
「Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装」の章の H.323 コール ルーティング
機能を参照してください。

H.323 ビデオ コーデックのサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）を通じて、H.323 ビデオ コールを確立することができま
す。サポートされている H.323 ビデオ コーデックは、H.261、H.263、および H.264 です。
この機能を使用するために、エンド ポイントや SBC で特別な設定をする必要はありません。

H.323 Slow Start to H.323 Fast Start Interop
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、相互運用を実現するためのさまざまな動作開始モード
を使用して、H.323 エンドポイントの機能をサポートしています。
H.323 にはスロー スタートとファスト スタートの 2 つの動作モードがあります。H.323 では、動作の
開始処理は、スロー スタート、またはファスト スタートで進められます。スロー スタートでの H.323
シグナリングは、Setup、Call Proceeding、Alerting、および Connect ステップから構成されます。こ
れらのステップの完了後、H.245 メディア ネゴシエーションが実行されます。コールを H.323 ファス
ト スタートで開始すると、最初の Setup メッセージで、H.245 メディア ネゴシエーションが行われま
す。
この H.323 Slow Start to H.323 Fast Start Interop 機能は、隣接ごとにイネーブルにされます。H.323 ス
ロー スタート モード、またはファスト スタート モードを設定するには、start [fast | slow] コマンドを
使用します。
隣接にルーティングされるコールはすべて、その隣接に設定されているスロー スタート モード、また
はファスト スタート モードを使用します。隣接の発信コールについて、H.323 エンドポイントはス
ロー スタート モード、またはファスト スタート モードで開始することができます。また、H.323 エン
ドポイントは、着信コールを隣接のエンドポイントで設定されているモードに変換することができま
す。
ファスト スタート モードが設定されている場合、SBC ではアウトバウンド コールにファスト スター
ト モードだけが使用されます。しかし、着信スロー スタート コールは、SBC を横断する間に、ファス
ト スタート モードに変換されます。
スロー スタート モードが設定されているときに、対応するエンドポイントがスロー スタートをサポー
トしている場合、SBC はアウトバウンド コールにスロー スタート モードを使用します。しかし、着信
ファスト スタート コールは、SBC を横断する間に、スロー スタートに変換されます。
隣接でファスト スタート モードもスロー スタート モードも設定されていない場合、デフォルトでは、
発信コールの開始モードは、着信の開始モードと同じになります。隣接がアクティブである間に動作
モードを変更できますが、変更は新規コールだけに適用されます。
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設定手順については、
「H.323 Slow Start to H.323 Fast Start Interop の設定」
（P.693）を参照してくださ
い。

H.245 個別制御チャネル
H.323 プロシージャでは、SBC は TCP 経由で個別に H.245 制御チャネルをセットアップする必要があ
ります。この機能により、トンネル型 H.245 サポートが補完され、ユーザはトンネリングを使用する
かどうかを制御できるようになります。
SBC はこの機能により、H.323-H.323 のコールを実行できるようになります。このコールでは、2 個
のコール レッグがさまざまな H.245 転送メカニズムをネゴシエーションできます。コール レッグは、
H.245 個別制御チャネルを使用するかどうかをそれぞれ独自に決定します。
SBC は、次のいずれかのケースで必要とされた場合だけ、H.245 個別制御チャネルをセットアップし
ます。
• SBC が startH245 Facility を受信した場合
• SBC が H.245 メッセージを送信する必要があるが、トンネリングが使用できない場合
「disable tunneling」コマンド ライン インターフェイス（CLI）コマンドが設定されている（「H.245 個
別制御チャネルの設定」（P.694）を参照）場合を除き、トンネリングが使用可能であれば、SBC が
H.245 個別制御チャネルを要求することはありません。ピアが h245Address を提供しているという理
由だけで、SBC が H.245 アドレスに接続することはありません。

SBC は、必要になるまで H.245 アドレス ユニットは提供せず、次の処理を実行します。
• 可能であれば、SBC は代わりにピアへ接続します。
• 可能ではない場合、SBC は startH245 Facility に自身の H.245 アドレスを提供し、10 秒間、ピア
の接続を待ちます。この制限時間は設定できません。

H.323 v2 以降、Facility reason として startH245 がサポートされたため、この機能はすべてのピア デバ
イスでサポートされると考えられます。ピアが H.245 接続を要求したときに、この接続が存在しな
かった場合、相手側は startH245 Facility を使用して、SBC に接続を促す必要があります。
可能な H.245 転送（トンネル型または個別）が存在せず、SBC により H.245 メッセージを送信しなけ
ればならない場合、このコールは終了します。

provisionalRespToH245Tunnelling を受信すると、SBC は個別に H.245 を指向する前に待機し、最終
的なトンネリング結果を判断します。この時点で H.245 メッセージはキューに入れられ、H.245 転送
が可能になり次第、送信されます。

H.245 接続で競争が発生したときには、SBC はこの競争に負けた場合だけ切断します。SBC が勝った
場合は、相手側が切断する必要があります。競争は、接続アドレス / ポートではなく、リッスン アドレ
ス / ポートを比較することにより、解決されます。
複数のコールが 1 つの接続を共有している場合、コール スコープ、または接続スコープでバックプ
レッシャをかけます。したがって、コール レッグ B が何らかの理由で H.245 メッセージを転送できな
い場合、コール レッグ A の接続はピアに対して TCP バック プレッシャをかけます。コール レッグ A
が H.245 トンネリングを実行し、その他のコールと Q.931 TCP 接続を共有した場合、その他のコール
でもピアにバックプレッシャがかかるようになります。

SBC は、関連するソケットを閉じて、コールと同じポイントで H.245 個別接続を切断します。

H.245 個別制御チャネルに対する制約事項
H.245 制御チャネルに対する制約事項は次のとおりです。
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• SBC は、SBC 間、または SBC と Data Border Element（DBE）の間に H.245 TCP 直接接続を設
定するように、H.323-H.323 コールのピアを誘導するモデルをサポートしていません。
• 隣接単位またはコール単位で H.245 転送ステータスを一覧表示するための表示コマンドは用意さ
れていません。

• H.245 セキュリティはサポートされていません。

H.245 パススルー
メディア バイパスでは、H.245 コンテンツは 2 個の H.323 コール レッグの間をそのまま通過します
（メディア バイパスの詳細については、「Cisco Unified Border Element（SP Edition）での隣接の実装」
（P.67）を参照してください）。パススルーは、H.245
の章の「メディア ルーティングへの隣接の影響」
メッセージがトンネル型 H.245 転送経由で受信されたか、H.245 個別制御チャネル経由で受信された
かに関係なく発生します。また、H.323 コール レッグが両方とも同じ H.245 転送メカニズムを使用し
ている必要はありません。この機能では、通過する H.245 コンテンツを変更せずに、2 個の H.323 デ
バイスの間に SBC を挿入することができます。
これが可能なのは、エンドポイント間で H.245 メッセージが不透明にパススルーされるためです。
ファスト スタートの要求および応答は、H.245 本体と同様にパススルーされます。SBC により検査さ
れるメッセージは、ファスト スタートおよび論理チャネル シグナリングのメッセージだけです。これ
らは、コールで使用される帯域幅を獲得するために使用されます。

H.245 パススルーの制約事項
H.245 パススルーに対する制約事項は次のとおりです。
• 特定のメッセージまたはメッセージ要素のパススルーをブロックする設定はこの機能には含まれま
せん。このような設定は別に用意されています。

• メディア バイパス コールでは、課金レコードに Session Description Protocol（SDP; セッション記
述プロトコル）は表示されません。

• SBC は、すべてのシグナリング トラフィックに対する一般的なレート制限を除いて、パススルー
される H.245 トラフィックのレート制限をサポートしていません。

スロー スタート メディア リレー
SBC は、単方向 H.245 チャネルのメディア リレー（DBE によるメディア パススルー）をサポートし
ています。H.245 コーデック タイプは、DBE プログラミング、トランスコーダ プログラミング、およ
び課金を目的として、セッション記述プロトコル（SDP）に変換されます。これはコーデック マッピ
ング テーブルを使用して実行されます（「T.38 ファクス リレー」（P.683）を参照）。
SDP マッピングがないコーデック タイプを処理する場合、SBE はベストエフォート方式で試行し、可
能な最良の SDP 一致を探します。また、codec-restrict-to-list コマンドを使用して、指定されたリス
ト内の一連のコーデックへのコールのシグナリングに使用されるコーデックを制限するように、Call
Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）ポリシーを設定することもできます。このよ
うに設定された CAC ポリシーには、特定のコーデックのセットアップをブロックしたり、未知のコー
デックを無視したりする効果があります。

2 個の H.323 デバイス間に SBC を挿入しても、H.245 の機能には影響はありません（「H.245 パスス
ルー」（P.678）を参照）。たとえば、SBC は、メディア リレー コールの H.245 チャネルの論理チャネ
ル番号を変更しません。分散 DBE モデルでは、DBE で必要なメディアの停止を確立するために、
H.248 信号が使用されます。
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SBC は、次のような H.245 プロシージャを使用してメディアの再ネゴシエーションをサポートします。
• Fax upspeed ：エンドポイントは低ビット レートの音声コーデックを ITU-T G.711 に切り替えま
す。

• TCS=0：一方のエンドポイントが他方に対し、一時的にすべてのチャネルをクローズするように
働きかけます。
（P.683）を参照してください。
T.38 ファクスへの切り替えについては、後述の「T.38 ファクス リレー」

スロー スタート メディア リレーの制約事項
スロー スタート メディア リレーの制約事項は次のとおりです。

• SBC は、ファスト スタート、または Open Logical Channel（OLC）のいずれでも、双方向 H.245
チャネルをサポートしていません。

• 異なるタイプの UserInputIndication 間では、Dual-Tone Multi-Frequency（DTMF）インターワー
キングはサポートされていません。

• SIP-SIP コール、および H.323-H.323 コールでは、DTMF インターワーキングのユーザ設定は必
要ありません。これは、機能ネゴシエーションだけでトリガーされます。

• SBC では、マルチポイント機能はサポートされていません。

コーデック マッピング
下のコーデック マッピング（表 20-1）は、SDP として H.245 コーデックを表すために SBC により使
用されます。その目的は次のとおりです。

• 課金レコード（メディア リレーだけ）
• DBE プログラミング（メディア リレーだけ）
• 帯域幅割り当て（メディア リレーおよびメディア バイパス）。この帯域幅は、SDP に基づいて計
算されます。H.245 から直接計算されることはありません。

H.245 コーデック
g711Alaw64k

表示

g711Ulaw64k

PCMU/8000

g722_64k

G722/8000

g7231

G723.1/8000

g728

G728/8000

g729

G729/8000

g729AnnexA

G729/8000

g729wAnnexB

G729/8000

g729AnnexAwAnnexB

G729/8000

gsmHalfRate

GSM-HR/8000

gsmFullRate

GSM/8000

その他すべてのオーディオ コーデック

PCMU/8000（デフォルト コーデック）

T.38

PCMA/8000

「T.38 ファクス リレー」（P.683）を参照してくだ
さい。
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次の点に注意してください。

• T.38 を除く H.245 ビデオおよびデータ コーデック、および H.323-H.323 コールで使用される
H.261、H.263、H.264 は、メディア リレーおよびメディア バイパス用 SBC ではサポートされて
いません。

• H.323/SIP インターワーキングのためにサポートされているコーデックの範囲はさらに小さくなり
ます（詳細は、「H.323-SIP インターワーキング」の章を参照）。
一般的な情報については、「コーデックの処理」の章を参照してください。

DTMF インターワーキング
ユーザ要求の転送には、Dual-Tone Multi-Frequency（DTMF）トーンが使用されます。システムに
よって、サポートされている DTMF の形式は異なる可能性があります。SBC はこれらのシステムの間
で、DTMF インターワーキングをイネーブルにします。
たとえば、標準に準拠しない H.323 デバイスの一部では、英数字 UserInputIndication の最小公分母は
サポートされていません。このようなデバイスが DTMF 信号を送信できるのは、RFC2833 telephony
イベントを通じて、またはインバンド メディア データとしてだけです。一方、UserInputIndication を
サポートして、RFC2833 telephony イベントはサポートしないデバイスもあります。
このような 2 つのデバイスがバックツーバックで配置された場合、インバンド メディア データと同様
に DTMF トーンを送信するという選択肢しかありません。これらのデバイスの間に SBC を配置する
と、両者の間の SBC インターワーキングにより、両側ともサポート対象の信号方式を使用して（一方
は UserInputIndication、もう一方は RFC 2833）、DTMF を送信できます。
この機能を使用するためには、コールの特定の側（RFC 2833 だけのデバイスに面している側）で RFC
2833 DTMF の遮断と挿入をイネーブルにするように SBE が DBE をプログラムする必要があります。
その後、SBE と DBE は協力して、H.245 制御チャネルと RTP ストリームの間で DTMF シグナリング
を転送します。

DTMF インターワーキングでは、TerminalCapabilitySet を通じてネゴシエーションが行われます。し
たがって、SBC は英数字と RFC 2833 の両方式をサポートしていることをアドバタイズするために、
TerminalCapabilitySet を送出できなければなりません。
ここで説明する新機能は、既存のすべての H.323 DTMF インターワーキング機能に代わるものです。
H.323 コールは、英数字 UserInputIndication と RFC2833 の間の DTMF インターワーキングをサポー
トする必要があります。この場合、SBE は DBE と調整を図り、Real-Time Protocol （RTP）内の
DTMF 挿入および代行受信を実行します。

DTMF インターワーキングでは、手動設定ではなく、TerminalCapabilitySet を通じてネゴシエーショ
ンが行われます。そのため、SBC は通過時に必要に応じて TerminalCapabilitySet を送出することによ
り、英数字と RFC2833 の両方式をサポートしていることを必ずアドバタイズする必要があります。
（ただし、TCS=0 の場合は例外です）。
一般的な情報については、「インターワーキング DTMF の実装」の章も参照してください。

DTMF インターワーキングの制約事項
DTMF インターワーキングの制約事項は次のとおりです。
• DTMF インターワーキングでは、英数字 UserInputIndication 方式と DTMF RFC 2833 がサポート
されます。

• SBE は、ピアが任意の形式の UserInputCapability をアドバタイズし、英数字 DTMF を送受信で
きると想定します。

• 手動設定では DTMF インターワーキングは強制できません。
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• インバンド オーディオ データとしての DTMF の検出と挿入はいずれもサポートされていません。

トランスコーディング
SBC はスロー スタート コールのトランスコーディングをサポートしています。これにより、通常なら
相互に通信できないようなコーデックの異なるエンドポイント間での通信が可能です。バックツーバッ
ク配置の 2 つの H.323 エンドポイントには、相互に受け入れ可能な共通のコーデックがない場合もあ
ります。
典型的な例としては、一方が帯域幅制限や管理ポリシーなどを理由に狭帯域幅のコーデック（ITU-T
G.729 など）を要求し、もう一方は G.711 だけをサポートしているといった場合が考えられます。たと
えば、発信側が g711alaw を使用し、着信側が G.729 annex B を使用している場合、SBC は g711alaw
コーデックを G.729 annex B コーデックに変換して、この 2 者間の通信を可能にします。SBC はコー
デックのネゴシエーションが必要であることを検出すると、メディア ゲートウェイとして Cisco MGX
8880 スイッチの Cisco Voice Interworking Service Module（VISM; 音声インターワーキング サービス
モジュール）を使用して、トランスコーディングを実行します。MGX 8880 トランスコーダとともに、
エンドポイント間に SBC を配置すれば、こうしたコールを成功させることができます。
以前のリリースでサポートされていたのは、ファスト スタートだけのトランスコーディング バージョ
ンでした。この機能は現在、TerminalCapabilitySet からトリガーされるトランスコーディングの実装
に置き換えられています。
トランスコーディングは、SIP-SIP コールについてだけサポートされています。
トランスコーディングに関する一般的な情報については、「トランスコーディングの実装」の章も参照
してください。

トランスコーディングに関する制約事項
H.323 トランスコーディングの制約事項は次のとおりです。
• SIP-H.323 コール、および H.323-H.323 コールに対するトランスコーディングはサポートされて
いません。

• トランスコーダを使用するかどうかは各コールに 1 回決定され、エンドポイントがアップデートさ
れた TerminalCapabilitySets（TCS=0 を含む）を発行しても変更されません。
• トランスコーディングが必要な場合、SBC はコールに対称コーデックを強制します。
• ファスト スタート コールではトランスコーディングは呼び出されません。適切なチャネルがない
場合、エンドポイントは、トランスコーディングを呼び出すことのできる時点でスロー スタート
に廃棄する必要があります。

• トランスコーディング用にサポートされているコーデックは G.711（PCMU および PCMA）と
G.729（annex B 付き、またはなし）だけです。これらのコーデックとの動作がテストされている
トランスコーダは Cisco MGX 8880 スイッチだけです。

RAS テクノロジー プレフィクス
テクノロジー プレフィクスは、オプションの H.323 標準ベース機能です。ゲートウェイやゲートキー
パーでサポートされ、H.323 VoIP ネットワーク内で、より柔軟なコール ルーティングを可能にしま
す。ゲートキーパーはテクノロジー プレフィクスを使用して同じタイプのエンドポイントをグループ
にまとめます。テクノロジー プレフィクスは、ゲートウェイのタイプ、クラス、またはプールの識別
にも使用されます。この機能によって、隣接ごとに RAS テクノロジー プレフィクスを設定し、ゲート
キーパーにこのプレフィクスを登録できるようになります。
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現在、H.323 隣接には、オプションとして、1 ～ 32 桁のダイヤル番号からなる単一のテクノロジー プ
レフィクスを設定できるようになっています。H.323 隣接は、次の RAS Registration Request（RRQ;
登録要求）フィールドで、ゲートキーパーにテクノロジー プレフィクスを発行します。
terminalType.gateway.protocol.voice.supportedPrefixes.

既存の隣接設定と同様、このフィールドは、隣接が接続されている間は変更できません。この機能は、
着信番号のディジットの追加と削除に対する既存の SBC のサポートと連携して機能します（「Cisco
Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装」の章の番号操作を参照）。

RAS テクノロジー プレフィクスの制約事項
• この機能では、たとえば、ゲートキーパーへのプレフィクス AliasAddresses の登録のようなゾー
ン プレフィクスはサポートされていません。

ユーザ プロトコル タイマーの制御
H.323 標準では、各種メッセージについて、タイマー、タイムアウト、およびリトライ回数が推奨され
ています。これらは固定値ではなく、範囲で表されています。これらの値を定義する機能は、異なるデ
バイス間のインターワーキングに役立ちます。現在、H.323 タイマーとリトライ回数は、グローバル
レベルおよび隣接単位でユーザによる設定が可能です。タイマーは秒単位で設定します。
設定可能な Q.931/H.225 タイマーは次のとおりです。

• Q.931/H.225 セットアップ タイマー T303
• Q.931/H.225 確立タイマー T301
• Q.931/H.225 着信コール設定処理タイマー T310
設定可能な RAS タイムアウトおよびリトライ回数は次のとおりです。

• GRQ
• RRQ
• URQ
• ARQ
• BRQ
• DRQ

RAS RRQ TTL およびキープアライブ時間（ライトウェイト RRQ 動作を制御）は設定可能です。これ
ら 2 つの設定値は相互に関連しています。特定の隣接に安全でない値を設定すると、SBE は値をデ
フォルトに戻します。
隣接リトライ タイマーは設定可能であり、なんらかの理由で隣接が失敗した場合の自動隣接接続再試
行に使用できます。
次のタイマーはハードコードされています。

• TCP シャットダウン タイムアウト：TCP 接続の通常クローズ時に、リモート クローズが異常 TCP
終了になるまでの許容時間。ハードコードされている値は 1 秒です。
• TCP 接続タイムアウト：リモート ピアへの TCP 接続試行を停止するまでの許容時間。ハードコー
ドされている値は 1 秒です。
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ユーザ プロトコル タイマー制御の制約事項
ユーザ プロトコル タイマー制御の制約事項は次のとおりです。

• 隣接接続中にタイマー値またはリトライ回数を変更できます。ただし、進行中のタイマーのトラン
ザクションやゲートキーパーのトランザクションは影響されません。

• すべての RAS タイムアウトを一度に設定できるファシリティはありません。
• H.245 タイマーは、インターワーキングの場合にだけ機能するため、ここでは取り上げません。
• 次の Q.931/H.225 タイマーの設定は SBC ではサポートされていません。
– Q.931/H.225 オーバーラップ送信タイマー T302
– Q.931/H.225 オーバーラップ受信タイマー T304
– Q.931/H.225 状態タイマー T322
• 次の RAS タイマーの設定は SBC ではサポートされていません。
– IRQ
– IRR
– RAI
– SCI

T.38 ファクス リレー
この機能は、T.38 ファクスのメディア リレーに対するサポートを提供します。サポートされる機能は
次のとおりです。

• ファクスだけと、ファクスおよび音声のコール。
• 音声から T.38 ファクスへの切り替え。
• Unnumbered Datagram Protocol Transport Layer（UDPTL）だけ、および単方向 H.245 チャネル
だけの T.38 リレー

T.38 H.245 に対する SDP のマッピング
T.38 H.245 に対する SDP のマッピングは次のとおりです。
DataApplicationCapability
application
t38fax
t38FaxProtocol
t38FaxProfile
fillBitRemoval
transcodingJBIG
transcodingMMR
version
t38FaxRateManagement
t38FaxUdpOptions OPTIONAL
t38FaxMaxBuffer
t38FaxMaxDatagram
t38FaxUdpEC
t38FaxTcpOptions OPTIONAL
t38TCPBidirectionalMode
maxBitRate

m=image 40000 {udptl | tcp} t38
a=T38FaxFillBitRemoval
a=T38FaxTranscodingJBIG
a=T38FaxTranscodingMMR
a=T38FaxVersion:<digits>
a=T38FaxRateManagement:{localTCF | transferredTCF}
a=T38FaxMaxBuffer:<digits>
a=T38FaxMaxDatagram:<digits>
a=T38FaxUdpEC:{t38UDPFEC | t38UDPRedundancy}
[no mapping]
a=T38maxBitRate:<digits> (UDP only)
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メディア リレー機能に必要なパラメータは、ポートとピーク ビット レートだけです。上の例では、こ
れらのパラメータが強調表示されています。したがって、T.38 ファクス機能があると、次のように
SDP が DBE に送信されます。
m=image <remote T.38 port> udptl t38
a=T38maxBitRate:14400

インターワーキングの場合には、完全なマッピングを行う必要があります。

H.245 モード要求
音声からファクス コールへの切り替えは、RequestMode の交換によって処理されます。H.323-H.323
コールでは、この交換は DBE シグナリングなしにコール レッグ間で透過的にパススルーされます。こ
れにより、エンドポイントは T.38 チャネルとのオーディオの置換を調整できます。

RAS 最大ビット レート
SBC は、H.323v5 標準に従い、ゲートキーパーとの間で同意した最大ビット レートに関して UDP の
カウントを行いますが、TCP はカウントしません。

H.323 Annex D/T.38 Annex B 相互運用性
T.38 Annex B は、H.323 Annex D のファスト スタート専用（非 H.245）バージョンです。SBC は、
Annex B ノードとの相互運用をサポートしていません。

制約事項
次のような制約事項があります。

• RAS メッセージの SupportedProtocols の t38FaxAnnexbOnly フィールドをアドバタイズするよう
に SBC を設定することはできません。SBC はこのフィールドを受信しても無視します。
• TCP または Secure Real-Time Transport Protocol（SRTP）のトランスポートはサポートされてい
ません。

• 双方向 H.245 チャネル シグナリングはサポートされていません。

Q.931/H.225 パススルー
これは、2 つの H.323 コール レッグ間で Q.931/H.225 のメッセージ要素がパススルーされるようにす
る機能です。ここでは、Q.931/H.225 メッセージでパススルーできる部分を示した、SBC の「ベース
パススルー プロファイル」について説明します。
ベース パススルー プロファイルでは、次の表記法が使用されています。

• このマニュアルには、Q.931/H.225 メッセージの ASN.1 構文が複製されます。
• 次のタグは ASN.1 サブツリーに付加されます。これらは、パススルーの動作を表します。
– P：「パススルー」。このサブツリーは、コール レッグ間を不透明に（わからないように）通過
します。

– P*：「プライバシーを含むパススルー」。「P」と同様ですが、このサブツリーのパススルーで
は、エンドポイントについての情報やリモートの電話番号が明らかになる可能性があります。
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– B：「ブロック」。このサブツリーは、SBC によって無条件にブロックされ、含まれている情報
はすべて失われます。

– SBC。このサブツリーは SBC によって操作されます。通常、SBC 独自の値に置換されます。

Call Proceeding のパススルー
Call Proceeding メッセージがパススルーされることはありません。ただし、このメッセージのフィー
ルドは抽出されて、アップストリーム コール ログの Progress または Facility に挿入されます。
• Progress が使用されるのは、Call Proceeding に progress インジケータが含まれている場合です。
• その他の場合には、Facility が使用されます。

サポート対象外のメッセージ
次に示す ITU-T Q.931 メッセージは SBC ではサポートされていません。これは、H.323 で禁止されて
いるため、または対応する機能を現在 SBC がサポートしていないためです。

• Status, Status Enquiry
• SetupAck
• Information
• Notify
• userInformation

プライバシー
CAC ポリシーのプライバシーがイネーブルに設定されているアウトバウンド コール レッグでは、
「P*」（プライバシーを含むパススルー）とマークされているサブツリーは自動的にブロックされます。
この自動ブロックを設定によって無効にすることはできません。したがって、このフィールドをパスス
ルーさせるためには、プライバシーをディセーブルに設定するしかありません。

プロトコル バージョンの設定
SBC は、メッセージをパススルーする際に、発信メッセージのバージョンを、元のプロトコル メッ
セージで受信された値よりも低い独自の ASN.1 値に設定します。

Q.931/H.225 ベース パススルー プロファイル
Q931Message
protocolDiscriminator
callReferenceValue
message
setup
sendingComplete
bearerCapability
facility
progressIndicator
progressIndicator31
notificationIndicator
display
keypadFacility
signal

SBC
SBC

P
P
P
P
P
P
P*
P
P
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callingPartyNumber
callingPartySubaddress
calledPartyNumber
calledPartySubaddress
redirectingNumber
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
setup
protocolIdentifier
h245Address
sourceAddress
sourceInfo
destinationAddress
destCallSignalAddress
destExtraCallInfo
destExtraCRV
activeMC
conferenceID
conferenceGoal
callServices
callType
sourceCallSignalAddress
remoteExtensionAddress
callIdentifier
h245SecurityCapability
tokens
cryptoTokens
fastStart
mediaWaitForConnect
canOverlapSend
endpointIdentifier
multipleCalls
maintainConnection
connectionParameters
language
presentationIndicator
screeningIndicator
serviceControl
symmetricOperationRequired
capacity
circuitInfo
desiredProtocols
neededFeatures
desiredFeatures
supportedFeatures
parallelH245Control
additionalSourceAddresses
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
callProceeding
bearerCapability
facility
progressIndicator
progressIndicator31

SBC
B
SBC
B
P*

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
B
B
P
P
P
P
B
SBC
B
P
B
B
B
SBC
P
B
P*
SBC
SBC
P
P
SBC
SBC
P
P
B
SBC
B
B
B
B
B
B
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P
P
P
SBC
SBC
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notificationIndicator
display
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
callProceeding
protocolIdentifier
destinationInfo
h245Address
callIdentifier
h245SecurityMode
tokens
cryptoTokens
fastStart
multipleCalls
maintainConnection
fastConnectRefused
featureSet
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
alerting
bearerCapability
facility
progressIndicator
progressIndicator31
notificationIndicator
display
signal
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
alerting
protocolIdentifier
destinationInfo
h245Address
callIdentifier
h245SecurityMode
tokens
cryptoTokens
fastStart
multipleCalls
maintainConnection
alertingAddress
presentationIndicator
screeningIndicator
fastConnectRefused
serviceControl
capacity
featureSet
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage

P
P

SBC
P*
SBC
P
B
B
B
SBC
SBC
SBC
SBC
B
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P
P
P
SBC
SBC
P
P*
P

SBC
P*
SBC
P
B
B
B
SBC
SBC
SBC
P*
SBC
SBC
SBC
P
B
B
P
P
SBC
SBC
P
P
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tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
connect
bearerCapability
facility
progressIndicator
progressIndicator31
notificationIndicator
display
dateTime
connectedNumber
connectedSubaddress
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
connect
protocolIdentifier
h245Address
destinationInfo
conferenceID
callIdentifier
h245SecurityMode
tokens
cryptoTokens
fastStart
multipleCalls
maintainConnection
language
connectedAddress
presentationIndicator
screeningIndicator
fastConnectRefused
serviceControl
capacity
featureSet
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
progress
bearerCapability
cause
facility
progressIndicator
progressIndicator31
notificationIndicator
display
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
progress
protocolIdentifier
destinationInfo
h245Address

P
SBC
P
P
P
P
P
SBC
SBC
P
P*
P
P*
P*

SBC
SBC
P*
P
P
B
B
B
SBC
SBC
SBC
P
P*
SBC
SBC
SBC
P
B
B
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P
P
P
P
SBC
SBC
P
P*

SBC
SBC
SBC
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callIdentifier
h245SecurityMode
tokens
cryptoTokens
fastStart
multipleCalls
maintainConnection
fastConnectRefused
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
releaseComplete
cause
facility
notificationIndicator
display
signal
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
connect
protocolIdentifier
reason
callIdentifier
tokens
cryptoTokens
busyAddress
presentationIndicator
screeningIndicator
capacity
serviceControl
featureSet
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data
facility
facility
notificationIndicator
display
callingPartyNumber
calledPartyNumber
userUser
h323-uu-pdu
h323-message-body
facility
protocolIdentifier
alternativeAddress
alternativeAliasAddress

P
B
B
B
SBC
SBC
SBC
SBC
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P*
P

SBC
SBC
P
B
B
P*
SBC
SBC
B
P
B
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P

P
P
P*
P*
P*

SBC
B
P
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conferenceID
reason
callIdentifier
destExtraCallInfo
remoteExtensionAddress
tokens
cryptoTokens
conferences
h245Address
fastStart
multipleCalls
maintainConnection
fastConnectRefused
serviceControl
circuitInfo
featureSet
destinationInfo
h245SecurityMode
empty
nonStandardData
h4501SupplementaryService
h245Tunneling
h245Control
nonStandardControl
callLinkage
tunnelledSignallingMessage
provisionalRespToH245Tunneling
stimulusControl
genericData
user-data

P
P
P
P
P
B
B
P
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
P
B
B
P*
B
P
P
SBC
SBC
P
P
P
SBC
P
P
P

制約事項
• この項に記載されていない Q.931/H.225 メッセージ エレメントはパススルーできません。
• セキュリティ トークンのパススルーはサポートされていません。

H.323 プライバシー
H.323 プライバシー機能を使用すると、Q.931/H.225 メッセージに隠れている ID を呼び出すことがで
きます。この機能が実装されている場合、SBC は、リモートの発信側または着信側についての情報を
示す Q.931/H.225 メッセージ エレメントを除去してから、エンドポイントに渡します。
（注）

プライバシーに影響する Q.931/H.225 メッセージ エレメントは、H.323 パススルー プロファイルに定
義されています。
ユーザが送信したプライバシー要求がメッセージに含まれている場合、または SBC に対するコール ア
ドミッション制御（CAC）ポリシーで発信側または着信側単位でプライバシーがイネーブルに設定さ
れている場合、SBC はそのメッセージにプライバシー サービスを適用します。ただし、プライバシー
の設定フィールドがデフォルト値に設定されている場合には、SBC はそのメッセージにプライバシー
サービスを適用せずに次のコール レッグにメッセージを転送します。H.323 プライバシー サービスを
隣接単位で提供するように SBC を設定することもできます。

SBC は、H.323 プライバシー サービスを提供する際に次のルールを適用します。
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• プライベート情報を見逃すように H.323 隣接が設定されている場合、着信メッセージがプライバ
シー サービスを要求していても、また CAC ポリシーでプライバシーがイネーブルに設定されてい
ても、SBC はプライバシー サービスを適用しません。
• H.323 隣接はプライベート情報を見逃すように設定されていないが、CAC ポリシーはプライバ
シーをイネーブルにするように設定されている場合、SBC は発信メッセージにプライバシー サー
ビスを適用します。

• 着信メッセージによりプライバシー サービスが要求されているが、CAC ポリシーでは、プライバ
シーをイネーブルにするように設定されていない場合、プライバシー サービスを適用するように
隣接が設定されていれば、SBC はこのサービスを適用します。

• CAC ポリシーと隣接のどちらも、プライバシー サービスを適用するにように設定されていないと
きに、着信メッセージによりプライバシー サービスが要求された場合、SBC はプライバシー サー
ビスを適用せず、プライベート情報のパススルーを許可します。

制約事項と制限
制約事項および制限は次のとおりです。

• SBC は、H.245 メッセージ、および RAS メッセージに H.323 プライバシー サービスを適用しま
せん。

• 現在、着信側のプライバシーに関する CAC ポリシーは、connectedNumber がある場合に限り、
「接続時」に H.323 シグナリング スタックに対して使用できます。したがって、connectedNumber
がない場合、コールの接続前または接続後にパススルーされる Q.931 プロトコル メッセージに着
信側のプライバシー サービスは適用されません。この制限のため、SBC はプライバシー サービス
要求を適用せずに、Q.931 Alerting、Q.931Progress、および Q.931 Release Complete の各メッ
セージを転送します。

• インターワーキング コールの場合、SBC は、CAC ポリシーに基づくプライバシー要求だけを適用
します。

Call Proceeding での H.245 アドレス
SBC は、Q.931 Call Proceeding メッセージでの H.245 リスニング ソケットのアドレスの公開を許可し
ます。発信側でトンネリングがサポートされておらず、発信側に公開された H.245 アドレスが
「wait-connect」に設定されている場合、H.323 は Q.931 接続での H.245 アドレスだけを提供します。
デフォルトの動作では、H.245 接続が開かれるまでの間、H.323 は Q.931 コール処理での H.245 アド
レス、およびそれ以降のすべてのメッセージを発信側に提供します。

H.323 に対する複数の TCP
SBC は、必要に応じて、H.225 シグナリング チャネル 1 つと H.245 シグナリング チャネル 1 つのよう
に、1 回の H.323 コールに対する複数の TCP 接続をサポートしています。

H.323 インターフェイスでの SIP セキュア コールの機能強化
Cisco IOS XE Release 3.2S では、H323 隣接または SIP 隣接からのセキュア コールの着信についてサ
ポートを拡張することで、セキュリティ機能が強化されました。この機能強化が行われる前は、SBC
は SIP セキュア コールをサポートするだけで、SIP セキュア コールは H.323 ネットワークと相互動作
できませんでした。この機能強化が行われた後は、H323 隣接を信頼できる隣接として設定すること
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で、SIP 隣接から受信した SIP セキュア コールと H323 隣接からルーティングされた SIP セキュア
コールを送信できるようになりました。また、H323 隣接から着信するコールがある場合で、それをセ
キュア コールとして扱う必要があるときは、H323 隣接をセキュアな隣接として設定できます。

H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールには、次の制約事項があります。
• SBC は、H.235 で説明されている手順を使用してセキュア H.323 コールをシグナリングしません。
また、H.235 手順を使用して着信 H.323 コールのセキュアな性質を認識しません。
• SBC は、セキュア H.323 コールのコール シグナリングの送信に TLS または IPSec を使用しませ
ん。

制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポート
Tandberg T3 デバイスは、H.323 シグナリングを使用するハイエンド 3 画面ビデオ会議製品です。3 つ
「宛先番号
のビデオ ストリームを送信するように、H.323 ID を使用してコールをルーティングします。
. 画面 ID H.323 ID」の形式が使用されます。たとえば、12221120008.left は、T3 デバイスが e164 番
号 12221120008 を使用して識別され、ネゴシエーション中のビデオ ストリームが画面の左側に表示さ
れることを示します。同様に、.right および .centre のサフィックスが付いた他のストリームの H.323
ネゴシエーションと、同じ数字プレフィクスが作成されます。
Cisco IOS XE Release 3.3S より前のリリースでは、次の理由により、シグナリング パスに挿入された
時点でコールは失敗しました。

•

SBC は H.225 宛先アドレス フィールド内の情報を読み取りませんが、このフィールドはルーティ
ング情報を取得するために T3 が使用できる唯一のフィールドであるため、コールは正しくルー
ティングされません。

•

コールが正しくルーティングされても、destinationAddress フィールドは SBC によってブロック
され、受信側の T3 にはビデオ ストリームに表示する画面情報がありません。

Cisco IOS XE Release 3.3S 以降のリリースでは、SBC は Q.931 メッセージを受信しますが、標準の着
番号（CdPN）フィールドにはルーティング情報が含まれていないため、H.225 destinationAddress
フィールドを確認します。フィールドに e164 の情報が含まれている場合、その内容はメッセージの
CdPN フィールドにコピーされます。ただし、フィールドに H.323 ID タイプ情報が含まれている場合
は、SBC は、このフィールドの数字プレフィクスを、メッセージの CdPN フィールドにコピーします。
制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポート機能の設定方法については、「制限付き
H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポートの設定」（P.701）を参照してください。

制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポートの制約事項
制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポートには、次の制約事項があります。

• この機能は、設定がインバンド H.323 隣接で行われるため、インバンド SIP 隣接ではサポートさ
れません。

• コールのインバンド隣接が H.323 の場合、発信者を取得できず、着信側はプレフィクスに h225 ア
ドレス使用を設定することで H.225 および H.323 ID アドレスから番号を取得します。完全な
H323-ID 形式のアドレスを直接パススルーすることはできません。
• AliasAddress フィールドを SIP メッセージに挿入できないため、H.225 アドレスを H.323-SIP イ
ンターワーキング中にパススルーすることはできません。
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H.323 機能の設定
この項の構成は、次のとおりです。

• 「H.245 個別制御チャネルの設定」（P.694）
• 「RAS テクノロジー プレフィクスの設定」（P.695）
• 「ユーザ プロトコル タイマー制御の設定」（P.696）
• 「H.323 プライバシーの設定」（P.699）
• 「Call Proceeding での H.245 アドレスの設定」（P.700）
• 「制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポートの設定」（P.701）

H.323 Slow Start to H.323 Fast Start Interop の設定
次の例は、アウトバウンド コールについて、SBC で使用される動作の開始モードをファスト スター
ト、またはスロー スタートに設定する方法、および SBC の横断中に着信ファスト スタート コールを
スロー スタート コールに、また着信スロー スタート コールをファスト スタート コールに変換する
Interop 機能を設定する方法を示しています。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. start [fast | slow]
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

sbe

SBC の SBE 機能のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

ステップ 5

start [fast|slow]

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# start slow

ステップ 6

アウトバウンド コールのコール設定について、
SBC で使用される動作の開始モードは、ファスト
スタートであるか、スロー スタートであるかを指
定します。INTEROP 機能は、SBC を横断中の着
信ファスト スタート コールをスロー スタートに変
換し、着信スロー スタート コールをファスト ス
タートに変換する機能をイネーブルにします。

SBE H.323 隣接モードを終了し、SBE モードに切
り替えます。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

H.245 個別制御チャネルの設定
このコマンドを使用すると、隣接単位でトンネリングをディセーブルにできます。この機能は、トンネ
リングによって混乱するような既存デバイスとの相互運用に役立ちます。このコマンドは、着信コール
と発信コールの両方を制御します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. h245-tunnel disable
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義

例：

します。

Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC の SBE 機能のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

ステップ 5

h245-tunnel disable

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# h245-tunnel disable

隣接単位でトンネリングをディセーブルにします。
これにより、トンネリングによって混乱させられ
た既存デバイスとの相互運用が容易になります。
このコマンドは、着信コールと発信コールの両方
を制御します。
デフォルトでは、トンネリングはイネーブルに設
定されています。

ステップ 6

SBE H.323 隣接モードを終了し、SBE モードに切
り替えます。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

RAS テクノロジー プレフィクスの設定
この機能によって、隣接ごとに RAS テクノロジー プレフィクスを設定し、ゲートキーパーにこのプレ
フィクスを登録できるようになります。RAS テクノロジー プレフィクスは 1 ～ 32 桁のダイヤル番号
から構成されます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. tech-prefix tech-prefix
6. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義

例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element （SBE）機能の

sbe

モードを開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

ステップ 5

tech-prefix tech-prefix

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# tech-prefix 32#

隣接ごとに RAS テクノロジー プレフィクスを設定
し、ゲートキーパーにこのプレフィクスを登録し
ます。RAS テクノロジー プレフィクスは 1 ～ 32
桁のダイヤル番号と、それに続くシャープ（#）記
号から構成されます。
デフォルトではテクノロジー プレフィクスは設定
されていません。

ステップ 6

SBE H.323 隣接モードを終了し、SBE モードに切
り替えます。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

ユーザ プロトコル タイマー制御の設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. h323 | adjacency h323 adjacency-name
5. adjacency timeout value
6. h225 timeout
7. ras retry
8. ras rrq ttl value
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9. ras rrq keepalive value
10. ras timeout
11. exit
12. show sbc sbc-name sbe h323 timers
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：Router
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の SBE 機能のモードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

ステップ 5

h323 | adjacency h323 adjacency-name

全 H.323 隣接または特定の H.323 隣接のいずれか
のモードを開始します。

例：

adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

前を定義します。

adjacency timeout value

接続障害が発生した場合に、SBC がリモート シグ
ナリング ピアへの再接続と、そのピアからのキー
プアライブ メッセージの受信を続ける時間をミリ
秒単位で定義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# adjacency timeout
10000

ステップ 6

h225 timeout [establishment timeout-value |
proceeding timeout-value | setup timeout-value |

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 timeout
establishment 250000

値の範囲は 10000 ～ 30000 です。

H.225 メッセージの受信待ち時間を定義します。
• establishment timeout-value：h225
establishment ステートのタイムアウト値（ミ
リ秒単位）。デフォルトは 180000 です。値の
範囲は 30000 ～ 300000 です。
• proceeding timeout-value：h225 proceeding
ステートのタイムアウト値（ミリ秒単位）。
10000。値の範囲は 1000 ～ 30000 です。

• setup timeout-value：h225 setup のタイムアウ
ト値（ミリ秒単位）。デフォルトは 4000 です。
値の範囲は 1000 ～ 30000 です。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ras retry [arq | brq | drq | grq | rrq | urq] retry
count

RAS メッセージの送信に失敗した場合の RAS メッ

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)#
ras retry arq 2
ras retry brq 2
ras retry drq 2
ras retry rrq 2
ras retry urq 2

セージ再送信試行回数を定義します。

• arq retry count：ARQ トランザクションの再試
行回数。

• brq retry count：BRQ トランザクションの再試
行回数。

• drq retry count：DRQ トランザクションの再試
行回数。

• grq retry count：GRQ トランザクションの再試
行回数。

• rrq retry count：RRQ トランザクションの再試
行回数。

• urq retry count：URQ トランザクションの再試
行回数。
値の範囲は 0 ～ 30 です。
ステップ 8

ras rrq ttl value

例：

登録要求（RRQ）メッセージの Time To Live
（TTL; 存続可能時間）をミリ秒単位で定義します。
デフォルトは 60 です。値の範囲は 16 ～ 300 です。

Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras rrq ttl 100

ステップ 9

ras rrq keepalive value

登録要求（RRQ）キープアライブ メッセージの時
間をミリ秒単位で定義します。

例：

デフォルトは 45000 です。値の範囲は 15000 ～
150000 です。

Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# ras rrq keepalive
100000

ステップ 10 ras timeout [arq | brq | drq | grq | rrq | urq]
timeout

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)#
ras timeout arq 1000
ras timeout brq 1000
ras timeout drq 1000
ras timeout grq 1000
ras timeout rrq 1000
ras timeout urq 1000

すべての RAS メッセージで共通に使用されるタイ
ムアウト値をミリ秒単位で定義します。

• arq timeout：ARQ トランザクションのタイム
アウト値。

• brq timeout：BRQ トランザクションのタイム
アウト値。

• drq timeout：DRQ トランザクションのタイム
アウト値。

• grq timeout：GRQ トランザクションのタイム
アウト値。

• rrq timeout：RRQ トランザクションのタイム
アウト値。

• urq timeout：URQ トランザクションのタイム
アウト値。
デフォルトは 5000 です。値の範囲は 1000 ～
45000 です。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 exit

H.323 グローバル モード、または指定された隣接
モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

ステップ 12 show sbc service-name sbe h323 timers

すべての H.323 タイマーの値を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe h323 timers

H.323 プライバシーの設定
この機能により、SBC は、アウトバウンド メッセージに H.323 プライバシー サービスを適用すること
ができます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. allow private info
6. privacy restrict outbound
7. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

sbe

SBC の SBE 機能のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

ステップ 5

allow private info

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# allow private info

ステップ 6

privacy restrict outbound

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# privacy restrict
outbound

ステップ 7

プライバシー サービスを適用するように CAC ポリ
シーが設定されていても、またユーザがプライバ
シー サービスを要求していても、隣接が送信する
メッセージのプライベート情報を見逃すように
H.323 隣接を設定します。隣接によるプライベート
情報の送信を見逃すことを止めるように H.323 隣
接を設定するには、このコマンドの no 形式を使用
します。
ユーザがプライバシー サービスを要求した場合に、
アウトバウンド メッセージにプライバシー制限を
適用するように H.323 隣接を設定します。隣接に
よるプライベート情報メッセージの送信を見逃す
ように H.323 隣接を設定するには、このコマンド
の no 形式を使用します。

SBE H.323 グローバル モード、または指定された
隣接モードを終了します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

Call Proceeding での H.245 アドレスの設定
この機能は、Q.931 Call Proceeding メッセージでの H.323 リスニング ソケットのアドレスの公開を許
可します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. h245-address-pass wait-connect
6. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

service-name 引数を使用して、SBC の名前を定義
例：

します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の SBE 機能のモードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接のモードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 2651XM-5

ステップ 5

h245-address-pass wait-connect

発信側に対する H.245 アドレス渡しの際、遅延を
許可するように、H.323 隣接を設定します。

例：

wait-connect に設定されている場合、H.323 は
Q.931 接続での H.245 アドレスだけを提供します。

Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# h245-address-pass
wait-connect

ステップ 6

このコマンドの no 形式はデフォルトの動作を示し
ます。つまり、H.323 は Q.931 Call Proceeding、
およびそれ以降、H.245 接続が開かれるまでの間、
この発信側に対するメッセージで H.245 アドレス
を提供します。

SBE H.323 グローバル モード、または指定された
隣接モードを終了します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# exit

制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポートの設定
ここでは、制限付き H.323 ID ルーティングおよびパススルー サポート機能を設定する方法について説
明します。

• 「H.225 アドレス パススルーの設定」（P.701）
• 「H.225 アドレス使用の設定」（P.703）

H.225 アドレス パススルーの設定
ここでは、H.323 隣接で受信された H.225 メッセージの sourceAddress および destinationAddress
フィールドをブロックするように SBC を設定する例を示します。SBC をブロックするように設定する
と、次のフィールドはアウトバンド H.323 隣接から送信されません。
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手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. h225 address block
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。sbc-name 引数
を使用して、SBC の名前を定義します。

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の SBE 機能モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

例：

SBE H.323 隣接モードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名
前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323adj

ステップ 5

h225 address block

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 address block

H.323 隣接で受信された H.225 メッセージの
sourceAddress および destinationAddress フィール
ドはパススルーされません。
デフォルトでは、sourceAddress および
destinationAddress フィールドはブロックされませ
ん。

ステップ 6

SBE H.323 隣接モードを終了し、特権 EXEC モー
ドを開始します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name
detail

SBE 上に設定された隣接をリストします。

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies h323adj detail
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H.225 アドレス使用の設定
ここでは、Q.931 callingPartyNumber フィールドまたは calledPartyNumber フィールドが含まれてい
ない場合に、H.225 sourceAddress フィールドと destinationAddress フィールドを解釈する方法につい
て説明します。callingPartyNumber がメッセージの Q.931 部分に含まれていない場合、H.225 の
sourceAddress がチェックされます。同様に、calledPartyNumber フィールドが含まれていない場合は、
destinationAddress がチェックされます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. h225 address usage {e164 | h323id}
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイ
ネーブルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義しま
例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の SBE 機能モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

SBE H.323 隣接モードを開始します。
adjacency-name 引数を使用して、H.323 隣接の名

例：

前を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 h323adj
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

h225 address usage {e164 | h323id}

Q.931 callingPartyNumber または
calledPartyNumber フィールドが含まれていない場
合に、H.225 sourceAddress フィールドと
destinationAddress フィールドの解釈形式として次

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# h225 address usage
e164

のいずれかを指定します。

• e164：アドレスに e164 形式を指定します。他
のすべての形式は無視されます。

• h323id：フィールドが 6 文字以上の数字プレ
フィクスで開始する場合（[0123456789*,] な
ど）、発番号または着番号として使用され、ID
の残りの部分は無視されます。
デフォルトでは、H.323-ID 形式のアドレスが
チェックされます。
ステップ 6

SBE H.323 隣接モードを終了し、特権 EXEC モー
ドを開始します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name
detail

SBE 上に設定された隣接をリストします。

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies h323adj detail

次の例では、show sbc sbe adjacencies detail コマンドを使用して、SBE に設定されている隣接を示し
ます。出力には、H.225 メッセージに関する情報も表示されます。
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies h323adj detail
SBC Service "sbc"
Adjacency h323adj (H.323)
Status:
Signaling address:
Signaling-peer:
Admin Domain:
Account:
Media passthrough:
Group:
Hunting triggers:
Hunting mode:
Techology Prefix:
H245 Tunnelling:
Fast-Slow Interworking:
Trust-level:
Call-security:
Realm:
Warrant Match-Order:
Local Jitter Ratio:
H225 address block:
H225 address usage:

Detached
0.0.0.0:1720 (default)
0.0.0.0:1720 (default)
None
Yes
Global Triggers
Global Mode
Enabled
None
Untrusted
Insecure
None
None
0/1000
Enabled
h323id (default)
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H.245 個別制御チャネル、および RAS テクノロジー プレ
フィクス：例
configure terminal
sbc mysbc
sbe
adjacency h323 h323-fxs-1b
signaling-address ipv4 88.110.128.13
signaling-port 1720
remote-address ipv4 10.0.0.0/8
signaling-peer 10.124.2.2
signaling-peer-port 1720
account h323-fxs-1b
tech-prefix 2#
h245-tunnel disable
attach
exit

ユーザ プロトコル タイマー制御の設定：例
configure terminal
sbc mysbc
sbe
adjacency h323 abcd
adjacency timeout 10000
h225 timeout establishment 40000
adjacency timeout 10000?
h225 timeout ?
establishment h225 establishment state timeout value.
proceeding
h225 proceeding state timeout value.
setup
h225 setup timeout value.
h225 timeout proceeding 30000
h225 timeout setup 30000
ras ?
retry
RAS retry configuration.
rrq
RRQ (Registration Request) configuration.
timeout RAS timeout configuration.
ras retry ?
arq Retry count for an ARQ transaction.
brq Retry count for an BRQ transaction.
drq Retry count for an DRQ transaction.
grq Retry count for an GRQ transaction.
rrq Retry count for an RRQ transaction.
urq Retry count for an URQ transaction.
ras retry arq 2
ras retry brq 2
ras retry drq 2
ras retry rrq 2
ras retry rrq 2
ras rrq ?
keepalive Rate for keepalive msgs to refresh an H323 adjacency registration.
ttl
TTL (time to live) value for an RRQ request.
ras rrq keepalive ?
<15000-150000> Keepalive refresh time in milliseconds - default: 45000 ras rrq
keepalive 15000
ras rrq ttl ?
<16-300> TTL value in seconds - default: 60
ras rrq ttl 30
adjacency timeout 30000
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ras timeout ?
arq Timeout value for an ARQ transaction.
brq Timeout value for an BRQ transaction.
drq Timeout value for an DRQ transaction.
grq Timeout value for an GRQ transaction.
rrq Timeout value for an RRQ transaction.
urq Timeout value for an URQ transaction.
ras timeout arq ?
<1000-45000> Timeout value in milliseconds - default: 5000
ras timeout arq 1000
ras timeout brq 1000
ras timeout drq 1000
ras timeout grq 1000
ras timeout rrq 1000
ras timeout urq 1000
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H.323-SIP インターワーキングは、Voice over IP（VoIP）サービスの非常に重要な機能です。これはど
ちらのプロトコルも業界で広く使用されているからです。ある VoIP サービス プロバイダーが Session
Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）を使用し、別のプロバイダーが H.323 を使用し
ている場合、カスタマー同士が連絡を取り合えるようにするには、この 2 つのネットワークは相互に作
用しあう必要があります。H.323 は古いプロトコルで、徐々に SIP に取って代わられています。VoIP
ネットワークの管理に H.323 を使用しているカスタマーは、将来、SIP への移行が必要になる可能性が
あります。この移行中、カスタマーの VoIP ネットワークで、両方のプロトコルの相互作用が必要にな
ります。
サポートされている H.323-SIP インターワーキング機能は次のとおりです。

• 「緊急通話における H.323-SIP サポート」（P.710）
• 「SIP コールへの H.323 スロー スタート コール」（P.710）
• 「H.323-SIP 原因コードのマッピング」（P.711）
• 「H.323 ファスト スタート コールへの SIP コール」（P.713）
• 「SIP コールへの H.323 ファスト スタート コール」（P.715）
• 「基本的なコール保留における SIP-H.323 インターワーキング」（P.716）
• 「概要：H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの拡張」（P.718）
• 「H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの設定」（P.719）
• 「概要：H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの拡張」（P.718）
• 「H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの設定」（P.719）
さらに、SIP、H.323-H.323、および SIP-H.323 コールでは、T.38 ファクス パススルーもサポートされ
ています。詳細については、「ファクス サポート」の章も参照してください。

（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

H.323-SIP インターワーキングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
3.2S

H.323-SIP インターワーキング機能が、Cisco ASR1000 シリーズ アグリ
ゲーション サービス ルータに導入されました。
セキュア SIP コールが Cisco ASR1000 シリーズ アグリゲーション サービ
ス ルータの H.323 ネットワークとインターワーキングできるようにしま
す。
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内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「H.323-SIP インターワーキングの制約事項」（P.708）
• 「H.323-SIP インターワーキングに関する情報」（P.708）
• 「緊急通話における H.323-SIP サポート」（P.710）
• 「SIP コールへの H.323 スロー スタート コール」（P.710）
• 「H.323-SIP 原因コードのマッピング」（P.711）
• 「H.323 ファスト スタート コールへの SIP コール」（P.713）
• 「SIP コールへの H.323 ファスト スタート コール」（P.715）
• 「基本的なコール保留における SIP-H.323 インターワーキング」（P.716）

H.323-SIP インターワーキングの制約事項
次の機能はサポートされていません。

• インターワーキング コールのトランスコーディング。
• インターワーキング コールのメディア バイパス。
• 英数字 UserInputIndication 方式以外の方式を使用した H.323 DTMF シグナリング。
• エンドポイント登録のインターワーキング（H.323 ではサポートされていません）。
• インターワーキング コールのフェールオーバー（複数のフェールオーバーにわたって H.323 コー
ル レッグを維持することはできないため）。

• INVITE、ACK、CANCEL、BYE、INFO、または PRACK 以外の SIP 方式によるインターワー
キング。

• インターワーキング コールにおけるエンドツーエンドの認証。たとえば、H.323 コール ブランチ
は、SIP コール ブランチにはチャレンジしません。また、SIP コール ブランチは H.323 コール ブ
ランチにチャレンジしません。Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）自体は SIP コール ブランチにチャレンジできますが、H.323 コール ブランチにはできません。
• ユーザ設定可能なマッピングおよび原因コード。
• ユーザ設定可能なマッピングおよびコーデック タイプ。
• 無音圧縮 /VAD に対するシグナリング サポートのインターワーキング。エンドポイントの大半は、
無音圧縮を明示的にシグナリングしなくても、正しく相互運用されると見なされています。

• ビデオ コールのインターワーキング。
• 一部のファクス コールのインターワーキング。T.38 ファクスは、SIP、H.323-H.323、および
SIP-H.323 コールでサポートされています。

H.323-SIP インターワーキングに関する情報
通常のプロセスに続けて、SBC がコール テーブルおよび番号ポリシー テーブルを適用した後で、最終
的な隣接とアカウントが選択されます。H.323-SIP インターワーキングでは、発信の隣接と、終端の隣
接は異なるプロトコルに対して設定されます。たとえば、H.323 に対して発信の隣接を設定し、SIP に
対して終端の隣接を設定することができます。
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H.323 にはスロー スタートとファスト スタートの 2 つの動作モードがあります。H.323 では、動作の
開始処理は、スロー スタート、またはファスト スタートで進められます。スロー スタートでの H.323
シグナリングは、Setup、Call Proceeding、Alerting、および Connect ステップから構成されます。こ
れらのステップの完了後、H.245 メディア ネゴシエーションが実行されます。
コールを H.323 ファスト スタートで開始すると、最初の Setup メッセージで、H.245 メディア ネゴシ
エーションが行われます。

SBC は、H.323-SIP インターワーキング、および SIP-H.323 インターワーキングの次の機能をサポー
トしています。
• SIP アップストリーム、H.323 ファストスタート ダウンストリーム、SIP INVITE でオファーを受
信。
「Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ダウンストリーム H.323 ファスト スタート
エンドポイントにコールするアップストリーム SIP エンド ポイントのインターワーキングをサ
ポートしています。これには、アーリー メディアに対するサポートも含まれます。」（P.713）を参
照してください。

• SIP アップストリーム、H.323 スロースタート ダウンストリーム、SIP INVITE でオファーを受
信。まず、H.323 ファストスタートはダウンストリームを試行します。SBC は、ダウンストリー
ム エンドポイントでファストスタートがサポートされていないことを発見すると、スロースター
「SIP コールへの H.323 スロー スタート コール」
（P.710）を参照して
ト プロシージャに戻ります。
ください。

• SIP アップストリーム、H.323 ダウンストリーム（ファストスタート、またはスロースタート）、
SIP INVITE ではオファーを受信しない。「H.323 ファスト スタート コールへの SIP コール」
（P.713）を参照してください。
• H.323 ファストスタート アップストリーム、SIP ダウンストリーム。「SIP コールへの H.323 ファ
スト スタート コール」（P.715）を参照してください。
• H.323 スロースタート アップストリーム、SIP ダウンストリーム。SIP ダウンストリームに対し、
単一のメディア チャネルを含むデフォルトの SDP オファーが試行される（このとき、コーデック
G.729、G.711 U-law、G.711 A-law、G.723 がこの順番にオファーされます）。「SIP コールへの
H.323 スロー スタート コール」（P.710）を参照してください。
• H.323 により使用される SIP 応答コードを H.225 エラー コードにマッピング。また、H.225 エ
ラー コードを SIP 応答コードにマッピング。「H.323-SIP 原因コードのマッピング」（P.711）を参
照してください。

• H.323 および SIP インターワーキング コールのシグナリングを変換、保留、および再開するため
の、基本的なコール保留機能のインターワーキング。「基本的なコール保留における SIP-H.323 イ
ンターワーキング」（P.716）を参照してください。
「アーリー メ
• H.323 ファストスタート コールへの SIP コールのアーリー メディア（early media）。
ディア サポート」（P.714）を参照してください。

• 英数字 UserInputIndication 方式を使用したシグナリング プレーンでの SIP と H.323 の DTMF イ
ンターワーキング。

（注）

確立済みの H.323-H.323 および SIP-H.323 インターワーキング コールを含むすべての H.323 コール
は、SBC スイッチオーバーの際、切断されます。SBC スイッチオーバーは、ハードウェア冗長システ
ム（Cisco ASR 1006 ルータなど）で、アクティブ RP がスタンバイ RP にスイッチオーバーした場合、
または冗長ソフトウェア システム（Cisco ASR 1002 ルータなど）で、アクティブ IOS プロセスがスタ
ンバイ IOS プロセスにスイッチオーバーした場合に発生します。

H.323 ネットワークと SIP ネットワークの間のコールを相互運用できるように SBC を設定している場
合、次の設定タスクも検討可能です。
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• RFC2833 電話イベント シグナリングを使用しているネットワークでは、コール設定効率を向上さ
せるために、H.323 または SIP 側で電話イベントのサポートを設定できます。
• H.323-SIP コールとの DTMF インターワーキングでは、Call Admission Control（CAC; コール ア
ドミッション制御）ポリシーを通じて、発信側と着信側によりサポートされる電話イベント ペイ
ロード タイプを設定することができます。これにより、コール設定の効率を向上させることがで
きます。

• たとえば、サードパーティ コールの転送に続けて、表示名更新のパススルーを可能にするには、
SIP Remote-Party-ID ヘッダーをホワイトリストに登録することができます。

緊急通話における H.323-SIP サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、緊急通話の H.323-SIP コール ルーティングをサポー
トしています。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、設定されたセッション ルーティング
ポリシーに従って、音声コールおよびビデオ コールをルートします。コールは、着信番号を基準に
「緊急」に分類されます。発信側が SIP である場合は、Resource-Priority ヘッダーが基準になります。
緊急事態の分類に基づいて、特別なルーティング、およびコール アドミッション制御（CAC）ロジッ
クが適用されます。

SIP コールへの H.323 スロー スタート コール
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP エンドポイントに対して行われた H.323 スロー
スタート アップストリーム コールのインターワーキングをサポートします。

H.323 スロー スタート コールの結果として、ダウンストリーム SIP エンド ポイントは、最初の SIP
INVITE を送信するときには、発信側エンドポイントからのメディア情報を持っていません。SBC は、
音声トラフィックに対する 1 つのメディア ストリームを提案する INVITE で、デフォルトの Session
Description Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）オファーを送信することができます（このと
き、コーデック G.729、G.711 U-law、G.711 A-law、G.723 がこの順に候補としてリストされます）。
200 OK 応答で受信されたアンサーでは、ストリーム内のコーデックの数が 1 個に減っている（「単一
アンサー」）か、200 OK 応答には、ストリームの中に複数のコーデックが残っている（「複数アン
サー」）可能性もあります。H.323 プロトコルは「複数アンサー」に対応していません。SBC は、SIP
エンドポイントへの re-INVITE が最初のコーデックだけを含むように、コーデック リストを改良する
ことができます。図 1 に、このプロセス中に発生するフローを示します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

710

OL-19820-11-J

H.323-SIP インターワーキング
H.323-SIP 原因コードのマッピング

図 1

SIP コールへの H.323 スロー スタート コール
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H.323-SIP 原因コードのマッピング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、H.323 により使用される SIP 応答コードを H.225 エ
ラー コードにマッピングしたり、H.225 エラー コードを SIP 応答コードにマッピングしたりすること
ができます。

H.323-SIP インターワーキングでは、SBC は次のようにして、適切な原因コードをつけてコールを拒
否します。

• ダウンストリーム SIP エンド ポイントがコールを拒否した場合、応答はアップストリーム H.323
デバイスに対して設定された H.225 エラー コードに変換されます。また、SIP エンド ポイントは、
SBC によるコーデック リストの改善の試行を拒否することがあります。
• ダウンストリーム H.323 エンドポイントがコールを拒否した場合に考えられるアクションには、
H.323 ゲートキーパーがコールの承認を拒否する、またはエンドポイントがコールを拒否するため
に、Release Complete を送信するの 2 種類が考えられます。
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表 1 は、SIP 応答コードに対する H.225 エラー コードをまとめたものです。
表 1

SIP 応答コードに対する H.225 エラー コード

受信される SIP エラー コード

送信される H.225 エラー コード

301

UnreachableDestination

302

UnreachableDestination

400

Undefined Reason

401

No Permission

403

Security Denied

404

UnreachableDestination

405

Undefined Reason

406

Undefined Reason

407

No Permission

408

Undefined Reason

410

Unreachable Destination

413

Undefined Reason

414

Undefined Reason

415

Undefined Reason

416

Undefined Reason

420

Undefined Reason

421

Undefined Reason

423

Undefined Reason

480

Destination Rejection

481

Unreachable Destination

482

Undefined Reason

483

Undefined Reason

487

Destination Rejection

488

Undefined Reason

501

Undefined Reason

503

Undefined Reason

504

Undefined Reason

505

Undefined Reason

513

Undefined Reason

603

Undefined Reason

604

Unreachable Destination

606

Undefined Reason
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表 2 は、H.225 エラー コードに対する SIP 応答コードをまとめたものです。
表 2

H.225 エラー コードに対する SIP 応答コード

受信される H.225 エラー コード

送信される SIP エラー コード

NoBandwidth

500

UnreachableDestination

604

DestinationRejection

486

No Permission

401

GatewayResource

503

BadFormatAddress

404

SecurityDenied

403

InvalidRevision

503

UnreachableGatekeeper

503

AdaptiveBusy

503

InConf

503

RouteCallToGatekeeper

503

CallForwarded

503

RouteCallToMC

503

FacilityCallDeflection

503

CalledPartyNotRegistered

503

CallerNotregistered

503

ConferenceListChoice

503

StartH245

503

NewConnectionNeeded

503

NoH245

503

NewTokens

503

FeatureSetUpdate

503

ForwardedElements

503

TransportedInformation

503

H.323 ファスト スタート コールへの SIP コール
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ダウンストリーム H.323 ファスト スタート エンドポ
イントにコールするアップストリーム SIP エンド ポイントのインターワーキングをサポートしていま
す。これには、アーリー メディアに対するサポートも含まれます。
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アーリー メディア サポート
H.323 ファスト スタート エンドポイントにコールする SIP エンド ポイントの機能には、接続応答の前
にファスト スタート応答を受信する可能性のあるアーリー メディアのサポートが含まれます。アー
リー メディアがフローできるのは、発信側（SIP エンド ポイント）が最初のコール設定要求でメディ
アを提案し、コールが接続する前に、着信側（H.323 エンドポイント）がこのオファーに応答するとき
です。この場合、H.323 エンドポイントは、最初の INVITE に SDP オファーがあるものと期待します。

H.323 は、SBC に送信する H.225 メッセージで「経過表示インジケータ」を送信することができます。
1 ～ 8 の値で表される経過表示インジケータは、H.323 エンドポイントがアーリー メディアを送信する
ことを示します。インターワーキング コールでは、H.323 エンドポイントから受信された最初の経過
表示インジケータだけが作用の対象になります。

H.323 エンドポイントが値 1 または 8 の経過表示インジケータを送信し、SIP アップストリーム コール
のインターワーキング コールで、十分なメディア パラメータが H.323 エンドポイントとネゴシエート
された場合、SBC は SIP 発信側に対し、アーリー メディアを示す SDP とともに、183 プロビジョニン
グ応答を返します。
コール アドミッション制御（CAC）の設定によっては、SBC により、アーリー メディアはこのポイン
トのパススルーを許可されることがあります。受信されたメディア パラメータが不足していて、SIP エ
ンド ポイントを送信するように SDP を構築できない場合、SBC は、SDP を生成し、SBC が 183 プロ
ビジョン応答を送信できる状態にするために H.323 エンドポイントとのメディア ネゴシエーションを
待機します。図 2 に、このプロセス中に発生するフローを示します。
図 2

SIP および H.323 ファスト スタートへの SDP オファー コール
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SIP コールへの H.323 ファスト スタート コール
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ダウンストリーム SIP エンドポイントに対して行われ
た H.323 ファスト スタート アップストリーム コールのインターワーキングをサポートします。
H.323 デバイスからのファスト スタート オファーに代替コーデック オプションが含まれている場合、
ダウンストリーム SIP デバイスに送信された SDP オファーには、これらの代替コーデックがすべて、
H.323 により提供されるコーデックと同じ順序でリストされます。最も望ましいコーデックがリストの
先頭に置かれます。SIP エンド ポイントが複数のコーデックを受け付ける場合、これは、H.323 ファス
ト スタート応答にはふさわしくありません。したがって、SBC はオファーを改良することができます。
SBC は、SDP アンサーにリストされたコーデックのうち、最も望ましいコーデックを取得し、この
コーデックを含む新しいオファーを構築して、1 つのコーデック オプションとともに SIP デバイスに提
示します。ダウンストリーム SIP デバイスがこのオファーを受け入れた場合、FastStart 応答が返され、
このコーデックが選択されます。

SIP エンド ポイント SDP を改良する必要がない場合、ファスト スタート応答は、最初に使用可能な
メッセージに入れて、H.323 エンドポイントへ戻されます。
複数の SDP アンサーを送信すると同時に、SIP エンド ポイントがアーリー メディアを送信することが
あります。ただし、SDP の単一アンサーが受信および処理され、経過表示インジケータと、ファスト
スタート応答が H.323 エンドポイントへ送信されるまで、アーリー メディアは通過できません。
「アー
リー メディア サポート」（P.714）を参照してください。
図 3 に、このプロセス中に発生するフローを示します。
図 3

SIP コールへの H.323 ファスト スタート コール
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基本的なコール保留における SIP-H.323 インターワーキン
グ
基本的なコール保留機能で使用される SIP/H.323 インターワーキングは、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）による、H.323 および SIP インターワーキング コールのシグナリングの変換、
保留、および再開を可能にします。

（注）

基本的なコール保留には、外部設定は必要ありません。デフォルトで、イネーブルにされています。

SIP 要件
RFC-3264 SDP Offer-Answer プロトコルでは、基本的なコール保留は、「a=sendonly」、「a=inactive」、
または「c=IN IP4 0.0.0.0」行を含む re-Offer によりシグナリングされます。
• a=sendonly または c=IN IP4 0.0.0.0 は、オファー側が送信の維持を希望していることを示します。
必要に応じて、アンサー側は a=inactive または c=IN IP4 0.0.0.0 を設定して、オファー側に強制的
に送信を停止させることもできます。

• a=inactive は、オファー側も送信を停止することを示します。この場合、アンサー側も a=inactive
で応答する必要があります。
レジュームをシグナリングするには、direction を a=sendrecv に設定するか、またはデフォルトの設定
どおり、direction 行をすべて省略します。

SIP の要件は次のとおりです。
• SBC は前述のコール保留シグナリング形式すべての受信をサポートする必要があります。送信で
は、可能な限り、使用される形式を制御できるようにします。

• （受信方向だけではなく）送信方向を開いたり閉じたりする re-Offer の変換。
• コール保留レジューム オファー、またはコール保留アンサーで RTP アドレス / ポートをオファー
側またはアンサー側が変更する場合。

• SIP re-INVITE に対する re-Offer の送信、および INVITE 200 応答に対するアンサーの処理。
• 最初の re-INVITE 応答に対する着信アンサーの処理。これが最終的な応答ではない場合でも処理
します（この場合、最終的な 200 応答について重複するアンサーは無視する必要があります）。
• SIP INVITE 要求に対する re-Offer の受信。
• re-INVITE 200 応答に対するアンサーの送信。

H.323 要件
H.245 では、基本的なコール保留をシグナリングするには、空のターミナル機能セット（H.323 セク
ション 8.4.6 で定義され、「TCS=0」または「ECS」として知られるもの）を送信します。TCS=0 の受
信側は、送信チャネルを閉じ、再度開かないようにする必要があります。レジュームをシグナリングす
るには、空ではないターミナル機能セットを送信します。この時点で、送信チャネルが再度開かれま
す。H.245 メッセージ フローについては、次のとおりです。
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• ターミナル機能は、TerminalCapabilitySet（TCS）を使用して送信されます。このメッセージへの
応答には、TerminalCapabilitySetAck（TCS Ack ）、または TerminalCapabilitySetReject が使用さ
れます。

• チャネルは H.245 OpenLogicalChannel（OLC）を使用して開かれます。これに対する応答には、
OpenLogicalChannelAck（OLC Ack）、または OpenLogicalChannelReject が使用されます。
• チャネルは H.245 CloseLogicalChannel（CLC）を使用して閉じられます。
CloseLogicalChannelAck（CLC Ack）は、このメッセージが処理されたことを示します。

H.323 の要件は次のとおりです。
• インターワーキング コールにおいて、空または空ではない機能セットの送信、受信、または操作
を行う状況には、両側がそれぞれ相手側を保留にしている状況が含まれます。

• コールの保留 / レジュームとは無関係の、チャネル開閉の変換。
• 前のチャネル インカネーションとは異なる RTP/RTCP アドレス / ポートを使用する新たなチャネ
ル インカネーションのためのアドレス変更。（現在の動作に合わせて、SBC は、H.245 RTP セッ
ションの両側が 1 つの RTP および RTCP IP アドレスを使用し、RTCP ポート = RTP ポート + 1 で
あることを前提にしています）。

• コールを接続する前の、ダウンストリームからの TCS=0 受信。
• コールを接続する前の、アップストリームから受信した TCS=0 の無視（SIP 側での問題を防ぐた
め）。

基本的なコール保留の制約事項
基本的なコール保留機能には、次の制約が適用されます。

• サードパーティ再ルーティング（SBC とは別のデバイスがコールを再ルーティングすること）は
一部、サポートされていません。

• SBC は、Offer-Answer 交換を行うための次の SIP メカニズムをサポートしていません。
– UPDATE 要求、INVITE 18x 応答、INVITE 200 応答、または PRACK 要求におけるオ
ファー。

– INVITE 200 応答以外のすべてにおける再ネゴシエーションへのアンサー。
• アーリー メディア中、コールの保留は行われません。コールの保留 / レジューム間の切り替えがで
きるのは、コールの確立後だけです。この制約事項は、SBC が、SIP の INVITE 18x または
UPDATE でオファーを受信または生成できないようにするための従来の制約事項を踏襲していま
す。

• SBC は、H.450.4 コール保留プロトコルを開始または終了できません。
• SBC は 0 に設定されたポートを使った OLC Ack の受信をサポートしていますが、SBC が 0 に設
定されたポートを使って OLC Ack を送信することはありません。
• 新規タイマーは設定できません。
• 既存の一般的なインターワーキングの制約事項は依然として有効です。
– 許可されるメディア ストリームは 1 つだけです。
– このストリームの中で許可されるオーディオ コーデックは 1 つだけです。
– トランスコーディング、および DTMF インターワーキングはサポートされていません。
– メディア バイパスはサポートされていません。
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概要：H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コー
ルの拡張
データ セキュリティは、サービス プロバイダー、企業、および政府機関で重要視されるようになりま
した。Cisco IOS XE Release 3.2S は、H323 隣接または SIP 隣接から着信するセキュア コールへのサ
ポートを拡張することによってセキュリティ機能を高めます。この機能強化が行われる前は、SBC は
SIP セキュア コールをサポートするだけで、SIP セキュア コールは H.323 ネットワークと相互動作で
きませんでした。この機能強化が行われた後は、対応する H323 隣接を信頼できる隣接として設定する
ことで、SIP 隣接から受信した SIP セキュア コールと H323 隣接からルーティングされた SIP セキュア
コールを送信できるようになりました。また、H323 隣接から着信したコールを、セキュア コールとし
て設定できます。

SIP 隣接から受信した SIP セキュア コールを処理できるように H323 隣接を信頼できる隣接として設定
するには、trunk trusted コマンドを使用します。隣接を信頼できる隣接として定義することで、信頼
できない隣接と識別されます。着信コールがセキュア コールの場合、信頼できる隣接を通過します。
信頼できる隣接が設定されていない場合、着信セキュア コールは SIP 応答コード 403（Forbidden）ま
たは Security Denied を理由とする H.225 で拒否されます。着信コールがセキュア コールでない場合、
信頼できる隣接または信頼できない隣接を通過できます。
H.323 隣接から着信するコールを処理し、セキュア コールとして扱うには、inbound secure コマンド
を使用して H.323 隣接をセキュアとして設定します。発信 SIP コールは SIP セキュア コールとなりま
す。

H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの前
提条件
H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールには、次の前提条件があります。
• この機能を動作させるために必要な最小限のソフトウェア イメージは、Cisco IOS XE 3.2S ソフト
ウェア イメージです。

• H.323 隣接は、着信コールをセキュアとして設定する前は、信頼できる隣接として設定する必要が
あります。

（注）

定義されているすべての H.323 隣接は、デフォルトでは信頼できません。信頼できる隣接を信頼でき
ない隣接に変更する場合は、no inbound secure コマンドを使用して隣接の着信コールを非セキュアと
して設定します。

H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの制
約事項
H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールには、次の制約事項があります。
• SBC は、H.235 で説明されている手順を使用してセキュア H.323 コールをシグナリングしません。
また、H.235 手順を使用して着信 H.323 コールのセキュアな性質を認識しません。
• SBC は、セキュア H.323 コールのコール シグナリングの送信に TLS または IPSec を使用しませ
ん。
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H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールの設
定
H.323 インターフェイスを介した SIP セキュア コールを実装するには、次の設定を行います。
• SIP 隣接から受信した SIP セキュア コールを処理するため、H.323 発信隣接を信頼できる隣接とし
て設定します。

• H.323 隣接からの着信コールを、H.323 隣接から着信したセキュア コールとして設定します。
ここでは、H.323 隣接を信頼できる隣接として設定し、H.323 隣接からの着信コールをセキュア コー
ルとして設定する手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbcname
3. sbe
4. adjacency h323 adjacency-name
5. trunk trusted
6. inbound secure
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
す。

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency h323 adjacency-name

指定された隣接名のパラメータを設定するため、H.323 隣
接モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323
trust-h323-adj

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

719

H.323-SIP インターワーキング
設定例：H.323 隣接を介したセキュア SIP コールの実装

ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

trunk trusted

H.323 隣接を信頼できる隣接として設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# trunk trusted

ステップ 6

inbound secure

H.323 隣接からの着信コールをセキュア コールとして設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# inbound secure

（注）

H.323 隣接が信頼できない隣接として設定されてい
ると、着信コールをセキュア コールとして設定す
ることはできません。

設定例：H.323 隣接を介したセキュア SIP コールの実装
次の例では、H.323 隣接を信頼できる隣接として設定し、H.323 隣接の着信コールをセキュア コール
としてマークする方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 trust-h323-adj
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# trunk trusted
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# inbound secure

次の例では、trust-h323-adj の設定の詳細を示します。
Router# show sbc mySBC sbe adjacencies trust-h323-adj detail
SBC Service "mysbc"
Adjacency trust-h323-adj (H.323)
Status:
Detached
Signaling address:
0.0.0.0:1720 (default)
Signaling-peer:
0.0.0.0:1720 (default)
Admin Domain:
None
Account:
Media passthrough:
Yes
Group:
Hunting triggers:
Global Triggers
Hunting mode:
Global Mode
Techology Prefix:
H245 Tunnelling:
Enabled
Fast-Slow Interworking:
None
Trust-level:
Trusted
Call-security:
Secure
Realm:
None
Warrant Match-Order:
None
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H.239 のサポート
H.239 は、プライマリ ライブ ビデオ ストリームと同時にセカンダリ ビデオ ストリームがスライドやス
プレッドシートなどのコンテンツ タイプを共有できるようにするための、H.323 仕様ファミリの拡張
版です。セカンダリ ストリームは単方向で、視聴者が話し手を見ることができ、並行してプレゼン
テーション スライドを見ることができるビデオ会議で重要と考えられます。会議のこのモードは、
Multipoint Control Unit（MCU; マルチポイント コントロール ユニット）によって制御されます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは SBC と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、
『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Command Reference: Unified Model』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html）を参照してください。
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の H.239 サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 3.3S H.239 機能のサポートは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入され
ました。

内容
• 「H.239 のサポートについて」（P.721）
• 「H.239 のサポートの制約事項」（P.722）

H.239 のサポートについて
H.245 ベースのシステムは複数のビデオ チャネルを提供します。H.320 システムは、単一のビデオ
チャネルだけを提供します。ただし、これらのシステムでは、単方向トランスポート方式、プレゼン
テーション ビデオ ストリームとしてビデオ チャネルのコンテンツにラベル付けする方式、マルチポイ
ント会議でのプレゼンテーション ビデオを制御するための方式は定義されていません。H.239 は、
H.320 に追加のビデオ チャネルを追加する機能とともに、これらの拡張を提供します。
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H.239 のサポート
H.239 のサポートの制約事項

H239ControlCapability と H239ExtendedVideoCapability など、端末が Terminal Capability Set（TCS;
ターミナル機能セット）メッセージにアドバタイズできるような新しい機能を定義します。これらの機
能は、端末がサポート可能な H.239、役割、スライドやライブ ビデオを使用したプレゼンテーション
をサポートできることを示します。SBC は、これらを認識することなく、H.323 エンドポイント間で
これらの機能を渡します。

H.239 のサポート機能により、H.245 汎用メッセージ内で通信できる H.239 メッセージの数が定義され
ます。これらのメッセージはトークンおよび一般的なフロー制御をネゴシエーションするために使用さ
れます。MCU は、スライドセットを送信するために端末が要求したトークンを提供します。このプロ
セスは、MCU が新しいビデオ チャネルを開始する前に、トークンを提供するまで端末が待機するた
め、いずれかの時点で会議内に 1 個の端末だけスライドセットを送信していることを確認します。
端末にトークンがある場合、プレゼンテーション ストリームを送信するように追加のビデオ チャネル
を開くことができます。これは OpenLogicalChannel などの標準的な H.245 メッセージを使用して行う
ことができます。ただし、プレゼンテーションのストリームの OpenLogicalChannel メッセージには、
このビデオ ストリームの役割を示す、追加の h239ExtendedVideoCapability が用意されています。
SBC は h239ExtendedVideoCapability ブロックを認識するために機能強化されました。

（注）

エンドポイントは、複数の追加ビデオ チャネルを作成するように選択できます。

H.239 のサポートの制約事項
H.239 のサポート機能には、次の制約事項があります。
• H.239 を使用した SIP-H.323 ビデオ コールのインターワーキングはサポートされていません。
• H.323 コールの冗長性はサポートされません。
• ファストスタート要求はサポートされないため、H.239 追加ビデオ チャネルをオープンする要求
を含めることはできません。

• H.235 に基づく H.239 システムはサポートされません。
• SBC は、H.323 コールのコール転送をサポートしていません。H.323 エンドポイントが保留に
なっていると、メディア、およびビデオ チャネルをクローズします。
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第 8 部：課金

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）での課金の実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金コンポーネントには、中心となる次のような機能があ
ります。

• 既存の課金システムとの互換性：Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金システムを簡単
にプロバイダーの既存の課金アーキテクチャに組み込めることは、機能上の重要な要件です。この
要件は、既存のメカニズムを使用する場合と同様の方式で、課金情報を取得するメカニズムを使用
する必要性が生じます。

• 次世代テクノロジーおよびソリューションとの統合：同じように重要なことは、次世代の課金テク
ノロジーを使用するための要件です。これにより、分散環境で Cisco Unified Border Element（SP
Edition）、ソフトスイッチ、ボイスメール、ユニファイド メッセージング アプリケーションなど
からのサービス情報を照合し、課金できるようになります。

• ハイ アベイラビリティおよび耐障害性。
• 柔軟性のあるアーキテクチャ。
課金コンポーネントは、サードパーティにより統合された分散型の Remote Authentication Dial-In
User Service（RADIUS）ベースのコールおよびイベント ロギングとして機能します。
課金コンポーネントの機能は、次のとおりです。

• サードパーティにより統合された分散型の Remote Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）ベースのコールおよびイベント ロギング。

（注）

この機能は、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 2.4 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、
『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Command Reference: Unified Model』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html）を参照してください。
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）での課金の実装
内容

Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加さ
れました。

Cisco IOS XE Release 2.5

メディア情報および詳細なタイムスタンプのサポートが Cisco ASR
1000 シリーズ ルータに追加されました。
隣接情報のサポートが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されま

Cisco IOS XE Release 2.6.1

した。

Cisco IOS XE Release 2.6.2

エンド ポイント情報のサポートが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに
追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.2.0S XML ベースの課金方式のサポートが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ
に追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.3S

選択的な RADIUS 課金機能が Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加
されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「課金の実装の前提条件」（P.726）
• 「課金の実装に関する情報」（P.727）
• 「ローカル キャッシュのサポート」（P.729）
• 「メディア情報のサポート」（P.730）
• 「課金の実装方法」（P.731）
• 「課金実装の設定例」（P.737）
• 「選択的な RADIUS 課金」（P.744）

課金の実装の前提条件
Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金を実装するには、次の前提条件を満たす必要がありま
す。

• インターワーキング課金を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設
定されている必要があります。

• Signaling Border Element（SBE）に課金を実装するには、SBE の固有のネットワーク エレメント
ID をネットワーク管理者から入手する必要があります。さらに、要求される課金の形態に応じて、
次のタスクを実行する必要があります。

– 統合された RADIUS ベースのコール ロギングを実装するには、最初に RADIUS サーバを設
定し、RADIUS ネットワーク インフラストラクチャをセットアップする必要があります。
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課金の実装に関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金の設定を実行する前に、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）課金のすべてのフィーチャおよび機能を理解することが重要です。ここでは、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金トポロジについて説明します。
• 「統合課金システム」（P.727）
• 「詳細なタイムスタンプのサポート」（P.728）

統合課金システム
統合課金は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）をこのアーキテクチャに組み込んだ
PacketCable イベント メッセージ アーキテクチャ（図 1 に、『PacketCable 1.5 Event Messages
Specification; PKT-SP-EM1.5-I01-050128』を示します）を使用して実現されます。例に示すように、
課金サーバとソフトスイッチの両方で PacketCable イベント メッセージをサポートします。
図 1 の ISP A は、課金システムが 3 つの課金サーバから構成される分散課金システムとして導入され
ている統合モデルで運用される Cisco Unified Border Element（SP Edition）を示します。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、3 台すべてに同時に送信したり、1 台をプライマリにして 2
台をバックアップで使用したりするなど、複数の方法でサーバへ送信するように設定できます。
統合モデルでは、システムが次のように動作します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は Event Message（EM; イベント メッセージ）を生
成します。これらのイベント メッセージは、課金可能なイベントや、コール開始、コール終了、
メディア タイプの変更などの関連イベント用です。

• EM を生成する Cisco Unified Border Element（SP Edition）およびシステムのその他のエレメント
は、課金サーバに対して RADIUS プロトコルを使用して、EM をリアルタイムで送信します（ま
たは、ネットワークの効率化のためにバッチ処理します）。

• 課金サーバは、EM を呼詳細レコード（CDR）にまとめます。CDR の例については、「Cisco
Unified Border Element（SP Edition）から RADIUS 課金サーバへのイベント メッセージの例」
（P.762）を参照してください。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、到達可能な RADIUS サーバがない場合には、
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのローカル ディスクでのレコードおよびイベント メッセージの
ローカル キャッシングをサポートします。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、複数の RADIUS サーバをサポートします。たと
えば、1 つのクライアントで複数のサーバを定義できます。
図 1 の ISP B は、単一の課金サーバおよびソフトスイッチを使用して課金システムが導入されている分
散モデルで運用される Cisco Unified Border Element（SP Edition）を示していることに留意してくだ
さい。
表 1 に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）によってサポートされるパケット課金終了コード
を指定します。
表 1

サポートされるパケット課金の終了コード

コード値

説明

0003

宛先へのルートがありません。

0016

正常なコール クリア。

0017

ユーザが通話中です。
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表 1

サポートされるパケット課金の終了コード （続き）

コード値

説明

0019

ユーザ アラーティング：アンサーがありません。

0020

加入者が不在です。

0027

宛先が正常に機能していません。

0028

無効な番号形式（不完全なアドレス）

0031

不明：回復処理中にコールが終了しました。

0041

一時的な障害です。

0042

スイッチング装置の輻輳が発生しています。

0047

リソースを使用できません（未指定）。

0063

サービスまたはオプションが使用できません。未指定です。

0065

ベアラ機能が実装されていません。

0095

無効なメッセージ。未指定です。

0097

メッセージ タイプが存在しないか、実装されていません。

0099

情報要素が存在しないか、実装されていません。

0103

パラメータが存在しないか、実装されていません。引き渡されまし
た。

0111

プロトコル エラー：未指定です。

0127

インターワーキング：未指定です。

（注） 『PacketCable 1.5 Event Messages Specification 』では、発信側 INVITE と応答側 SDP の識別情報
（BCID および FEID）を送信して 2 組の課金データ間で相互に関連付ける方法が説明されています。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ドメイン内伝送でもドメイン間伝送でもこのメカニズ
ムをサポートしていません。課金サーバは代替方式を使用して相互に関連付けを行う必要があります
（たとえば、着信電話番号とコール時刻）。

詳細なタイムスタンプのサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の Billing Manager は、課金方式において現在時刻のクエ
リーに使用できる詳細なタイムスタンプを保持します。詳細なタイムスタンプでは、100 ミリ秒の精度
を実現します。これは、パフォーマンスに影響することなく、すべての課金の要件を満たすのに十分な
精度です。
詳細なタイムスタンプは、デフォルトで、最大 100 ミリ秒に設定されます。

PacketCable 課金のエンド ポイント情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）Release 2.6.2 以降、PacketCable 課金レコードに、特定の
コールに対して使用中のエンド ポイントに関する情報（隣接名またはアドレッシング）を含めるよう
に SBC を設定できます。
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メッセージにエンド ポイント情報を含めるように SBC を設定しない場合、コールの両側の
Signaling_Start メッセージに、文字列 MTA Endpoint が含まれる MTA_Endpoint_Name 属性が含まれ
ます。MTA_Endpoint_Name 属性は Call Answer または Signaling_Stop イベント メッセージに含まれ
ません。
隣接名を含むように SBC を設定すると、エンド ポイント隣接名だけが課金レコードに含まれます。た
とえば、SIPPB です。エンドポイントのアドレス情報を含めるように SBC を設定した場合、IP アドレ
ス、ポート、および転送タイプも、アドレス、ポート、トランスポート タイプ、隣接名の形式の隣接
名と一緒に課金レコードに含められます。たとえば、2.0.0.36,5078,UDP,SIPPB です。
エンドポイントの情報を含めるように SBC を設定した場合、次のようになります。

• SBC は、アップストリーム Signaling_Start イベント メッセージに、設定に従い、送信元隣接の名
前またはアドレス情報を追加します。この情報は、MTA_Endpoint_Name 属性に含められ、ハー
ドコードされた文字列 MTA Endpoint が置き換えられます。この時点で、ダウン ストリーム
Signaling_Start メッセージにハードコードされた文字列 MTA Endpoint のみが含まれます。
• SBC は、ダウンストリーム Call_Answer イベント メッセージに、設定に従い、宛先隣接の名前ま
たはアドレス情報を追加します。この情報は、MTA_Endpoint_Name 属性に含まれます。アップ
ストリーム Call_Answer メッセージには MTA_Endpoint_Name 属性は含まれません。
• SBC は、両方（送信元と宛先）のエンド ポイントの詳細（アップストリーム メッセージの送信元
隣接の名前またはアドレス情報、およびダウンストリーム メッセージの宛先隣接の名前またはア
ドレス情報）を Signaling_Stop メッセージに含めます。これにより、コールが接続に失敗した場
合でも、課金サーバは両方のエンドポイントの詳細情報にアクセスできます。

PacketCable 課金にエンドポイント情報を含めるように SBC を設定するには、[no] cdr endpoint-info
{addressing | adjacency} コマンドを使用します。
エンドポイント情報を含めるように SBC が設定されているかどうかを確認するには、show sbc
sbcname sbe billing instance コマンドを使用します。

エンド ポイント情報の ISSU の実行
SBC をリリース 2.6.1 からリリース 2.6.2 にアップグレードするとき、隣接情報（cdr adj-info）がリ
リース 2.6.1 でプロビジョニングされている場合、対応するエンドポイント隣接情報（cdr
endpoint-info adjacency）オプションがプロビジョニングされ、機能が維持されます。
SBC をリリース 2.6.2 からリリース 2.6.1 にダウングレードするとき、エンドポイント隣接情報（cdr
endpoint-info adjacency）がリリース 2.6.2 でプロビジョニングされている場合、対応する隣接（cdr
adj-info）オプションがプロビジョニングされ、機能が維持されます。エンド ポイントのアドレス情報
（cdr endpoint-info addressing）がリリース 2.6.2 でプロビジョニングされている場合、プロビジョニン
グは Release 2.6.1 で実行されません。

ローカル キャッシュのサポート
Cisco ASR 1000 シリーズ ルータには、ローカル キャッシュにレコードおよびイベント メッセージ
（EM）を格納できるローカル ディスクがあります。課金サーバが使用できない場合に呼詳細レコード
および EM は失われるため、ローカル キャッシュのサポートは重要な利点です。cache コマンドを使
用して、呼詳細レコードおよび EM をローカル ディスクに格納するためのパラメータを設定します。
標準的な統合課金環境では、コールがアップおよびダウンするごとに課金レコードが生成され、

RADIUS サーバに送信されます。何らかの理由により、RADIUS サーバが到達不能であるか、アカウ
ンティング パケットに対する応答がない場合、Billing Manager は、その転送を「ダウン」としてマー
ク付けします。転送がダウンになり、ローカル キャッシング パスが cache path コマンドで定義される
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とすぐに、課金レコードが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのディスクにローカルでキャッシュされま
す。ルータ ディスクは、ルータのコンフィギュレーションに応じて、ハードディスク、ブートフラッ
シュ、または usb0 を使用できます。以降、10 秒ごとに、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータはキャッ
シュされた情報の RADIUS サーバへの送信を試行します。

メディア情報のサポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、課金メッセージのメディア情報のレポートをサポート
します。PacketCable イベント メッセージ（EM）の課金インターフェイスは、メディア ストリームの
開始時および終了時に転送されるパケットとオクテット、および失った遅延およびジッタの統計情報を
含む、コールに関連付けられたメディア ストリームのプロパティをレポートします。
メディア情報のサポート機能では、QoS_Commit および QoS_Release の PacketCable メッセージで運
ぶことができる新しい専用の RADIUS ベンダー固有属性を定義します。これらの課金メッセージに追
加されたこの属性により、PacketCable 課金でストリーム作成情報を使用できるようになります。

RADIUS ベンダー固有属性を課金メッセージに追加するには、cdr media-info コマンドを使用します。
RADIUS ベンダー固有属性には、次の情報が含まれます。
• メディア ストリームで使用されるローカル IP アドレスとポート、およびリモート メディア エンド
ポイント IP アドレスとポート。
• メディア ストリームの方向（送信だけ、受信だけ、送受信、または非アクティブのいずれか）。
• そのメディア ストリーム用にネゴシエートされたコーデック。
• メディア ストリーム用に予約された帯域幅。

メディア情報のサポートに関する制約事項
メディア情報のサポートに関する制約事項は、次のとおりです。

NAT の背後にエンドポイントがある場合、Session Description Protocol（SDP; セッション記述プロト
コル）からエンドポイント IP アドレスを取得できません。その代わり、エンドポイントがメディア パ
ケットを送信すると自動検出されます。これは、ゲートがコミットされる時点でリモート アドレスお
よびポートが認識されていない可能性があることを意味します。したがって、QoS_Commit
PacketCable メッセージで送信される Media_Session_Desc 属性にこの情報を使用できません。代わり
に、ゼロ アドレスが指定されます。
具体的には、正常コールのセットアップおよびティアダウンでは、NAT の背後にエンドポイントがあ
る場合、QoS_Commit メッセージで送信される Media_Session_Desc にはリモート アドレスもポート
もありません。正しいリモート アドレスおよびポートは、QoS_Release メッセージで送信される
Media_Session_Desc に存在します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）がリモート アドレスおよびポートをレポートしないのは、
メディア パケットの送信が完了する前にコールが終了したため、ネットワーク処理装置のメディア転
送コンポーネントでリモート アドレスが学習されることがなかった場合だけです。
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課金の実装方法
SBE は課金を実行できます。課金に関する重要な設定対象として、キャッシュに対する長期間の
チェックと物理的な場所があります。PacketCable-EM 課金インスタンスは、最大 8 つ設定できます
（0 ～ 7 でインデックス付けされます）。
「課金の設定」（P.732）の手順に従ってください。

課金の制約事項
課金の設定に関する制約事項は、次のとおりです。

• 課金がアクティブの場合、課金設定項目を変更できません。
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• 1 つの方式または課金がアクティブのときは、batch-time および batch-size だけを変更できます。
その他のすべてのコマンドは使用できません。ただし、2 つ以上の方式が存在する場合は、ブロッ
クされます。

• 定義されている方式がある場合は、課金レベルで ldr-check を変更できません。
• RADIUS アカウンティング クライアントが現在、課金方式に割り当てられている場合は削除でき
ません。

• RADIUS アカウンティング クライアントは、課金方式で選択する前に定義する必要があります。
• RADIUS アカウンティング クライアントは、単一の課金メソッドだけに割り当てることができま
す。

• 課金がアクティブの場合、または方式が設定されている場合は、課金を削除できません。
• method packetcable コマンドは、packetcable-em 設定が存在している間は削除できません。

課金の設定
このタスクは、課金の設定方法を定義します。

手順の概要

1. configure
2. sbc service-name
3. sbe
4. control address aaa ipv4 IP_address
5. radius accounting client-name
6. concurrent-requests num
7. retry-interval num
8. retry-limit num
9. server server-name
10. address ipv4 A.B.C.D.
11. priority pri
12. key key
13. port port-num
14. exit
15. activate
16. exit
17. billing
18. cdr endpoint-info addressing
19. ldr-check {HH MM}
20. local-address ipv4 {A.B.C.D.}
21. method packetcable-em
22. cache [path {WORD} | alarm [critical VAL] [major VAL] [minor VAL] | max-size {0-4194303}]
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23. packetcable-em method-index transport radius RADIUS-client-name
24. batch-size number
25. batch-time number
26. attach
27. exit
28. activate
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

control address aaa ipv4 IP_address

例：
Router(config-sbc-sbe)# control address aaa
ipv4 192.168.113.2

ステップ 5

radius accounting client-name

認証サーバまたは課金サーバへの問い合せ時に任意の IPv4
AAA コントロール アドレスを使用するように SBE を設定
します。このアドレスは、シグナリング アドレス内で固有
のアドレスです。
アカウンティングの目的に RADIUS クライアントを設定
するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# radius accounting set1

ステップ 6

concurrent-requests 0-4000

RADIUS サーバに対する最大同時要求数を設定します。デ
フォルト値は 250 、有効な範囲は 1 ～ 4000 です。

例：
Router(config-sbc-sbe-acc)# concurrent-requests
34

ステップ 7

RADIUS サーバへのアカウンティング要求を再送信する間
隔を設定します。デフォルト値は 1200 ms、有効な範囲は
10 ～ 10,000 ms です。

retry-interval range

例：
Router(config-sbc-sbe-acc)# retry-interval 2000

ステップ 8

RADIUS サーバへのリトライ間隔を設定します。デフォル
ト値は 5、有効な範囲は 0 ～ 9 です。

retry-limit range

例：
Router(config-sbc-sbe-acc)# retry-limit 4
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

server server-name

このクライアント内でアカウンティング サーバを設定する
モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-acc)# server Cisco-AR1-PC

ステップ 10 address ipv4 A.B.C.D

アカウンティング サーバのアドレスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# address ipv4
200.200.200.153

ステップ 11 priority pri
例：

アカウンティング サーバのプライオリティを設定します。
pri 引数は、1 ～ 10（最上位～最下位）の範囲で設定する
必要があります。

Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# priority 2

ステップ 12 key key

このアカウンティング サーバに使用する RADIUS 認証
キーまたは共有秘密を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# key cisco

ステップ 13 port port-number
例：

RADIUS サーバが Access-Request パケットまたは
Accounting-Request パケットの受信に使用するポートを設
定します。デフォルト ポートは 1813 です。

Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# port 2009

ステップ 14 exit

現在の RADIUS サーバ モードを終了します。
（注）

例：
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit

ステップ 9 ～ 14 を繰り返し、複数の RADIUS ア
カウンティング サーバを作成します。1 つのサー
バだけがプライマリになり、残りのサーバはバッ
クアップになります。次のコマンドを繰り返しま
す。

• server server-name
• address ipv4 A.B.C.D.
• priority pri
• key key
• port port-num
• exit
ステップ 15

activate

RADIUS サーバをアクティブにします。

例：
Router/Admin(config-sbc-sbe-acc)# activate
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 16 exit

現在の RADIUS アカウンティング モードを終了します。
（注）

例：
Router/Admin(config-sbc-sbe-acc)# exit

ステップ 5 ～ 16 を繰り返し、複数の RADIUS ア
カウンティング クライアントを作成します。次の
コマンドを繰り返します。

• radius accounting client-name
• concurrent-requests num
• retry-interval num
• retry-limit num
• server server-name
• address ipv4 A.B.C.D.
• priority pri
• key key
• port port-num
• exit
• activate
• exit
ステップ 17 billing

課金ポリシーを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# billing

ステップ 18 cdr endpoint-info addressing

エンドポイントのアドレッシング情報を含むように計算を
設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# cdr
endpoint-info addressing

ステップ 19 ldr-check {HH MM}

Long Duration Check（LDR）を実行する時刻（現地時間）
を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# ldr-check 22 30

ステップ 20 local-address ipv4 {A.B.C.D.}

CDR に表示されるローカル IPv4 アドレスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# local-address
ipv4 10.20.1.1

ステップ 21 method packetcable-em

PacketCable 課金方式をイネーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# method
packetcable-em
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コマンドまたはアクション
ステップ 22 cache [path {WORD} | alarm [critical VAL][major
VAL] [minor VAL] | max-size {0-4194303}]

例：

目的
アラーム レベル、最大キャッシュ サイズ、キャッシュ パ
ス ロケーションを含む、呼詳細レコード キャッシング パ
ラメータを設定します。
（注）

Router(config-sbc-sbe-billing)# cache path
harddisk:

ステップ 23 packetcable-em method-index transport radius
RADIUS-client-name

例：

ハードディスクへのキャッシュ パスの設定につい
ては、表の後のヒントを参照してください。

PacketCable 課金インスタンスを設定します。
RADIUS-client-name は、radius accounting client-name
コマンドで設定された client-name と一致させる必要があ
ります。

Router(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em
4 transport radius set1

ステップ 24 batch-size number

バッチをすぐに設定する必要がある場合は、バッチの最大
サイズを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)#
batch-size 256

ステップ 25 batch-time number

バッチが送信されるまでにレコードを保持する最大時間
（ミリ秒単位）を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)#
batch-time 22

ステップ 26 attach

RADIUS クライアントの課金をアクティブにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)#
attach

ステップ 27 exit

現在のモードを終了します。
（注）

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)#
exit

ステップ 22 ～ 25 を繰り返し、複数の課金方式イ
ンスタンスを作成します。次のコマンドを繰り返
します。

• packetcable-em method-index transport radius
RADIUS-client-name
• batch-size number
• batch-time number
• attach
ステップ 28

activate

Billing Manager をアクティブにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# activate
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ヒント ハードディスクへのキャッシュ パスの設定を選択した場合、ルート ディレクトリにキャッ

シュ ファイルが作成されます。ルート ディレクトリがいっぱいにならないように、次の手順
を実行することをお勧めします。
1. 課金レコードを格納するディレクトリをディスク上に作成します。例：mkdir harddisk:billcache
2. このディレクトリを指すようにキャッシュ パスを設定します。たとえば、次のコマンドは、ディ
レクトリ billcache を指すようにキャッシュ パスを設定します。

cache path harddisk:/billcache/

キャッシュ パス設定の末尾のスラッシュ（/）は必須です。

（注）

課金実装の設定例
次の例では、課金を設定し、呼詳細レコードおよびイベント メッセージのキャッシングを指定のハー
ドディスク上でイネーブルにします。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# control address aaa ipv4 10.10.10.1 vrf default
Router(config-sbc-sbe)# radius accounting mars
Router(config-sbc-sbe-acc)# concurrent-requests 300
Router(config-sbc-sbe-acc)# retry-interval 1000
Router(config-sbc-sbe-acc)# retry-limit 6
Router(config-sbc-sbe-acc)# server moon
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# address ipv4 10.20.1.1
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# priority 4
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# key test
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# port 1820
Router(config-sbc-sbe-acc-ser)# exit
Router(config-sbc-sbe-acc)# activate
Router(config-sbc-sbe-acc)# exit
Router(config-sbc-sbe)# billing
Router(config-sbc-sbe-billing)# ldr-check 22 30
Router(config-sbc-sbe-billing)# local-address ipv4 10.20.1.1
Router(config-sbc-sbe-billing)# method packetcable-em
Router(config-sbc-sbe-billing)# cache path harddisk:
Router(config-sbc-sbe-billing)# packetcable-em 3 transport radius test
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-size 256
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# batch-time 22
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# attach
Router(config-sbc-sbe-billing-packetcable-em)# exit
Router(config-sbc-sbe-billing)# activate

次に、ハードディスク上でキャッシュをイネーブルにする設定例を示します。
sbc asr
sbe
! - Local radius IP address
control address aaa ipv4 10.1.1.1
! - First radius accounting client group
radius accounting ACCT-CLIENT-GROUP-1
! - First radius server
server ACCT-SERVER-1
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address ipv4 20.1.1.1
key cisco
activate
! - Billing Manager.
billing
local-address ipv4 10.1.1.1
method packetcable-em
cache path harddisk:
! - First billing method.
packetcable-em 0 transport radius ACCT-CLIENT-GROUP-1
local-address ipv4 10.1.1.1
attach
activate

次に、4 つの RADIUS サーバを次のようなペアで設定する例を示します。2 番目の RADIUS サーバが
サーバ 1 をバックアップし、3 番目の RADIUS サーバがサーバ 4 をバックアップして、両方のサーバ
のペアが同じレコードのコピーを受信しています。
sbc asr
sbe
! - Local radius IP address
control address aaa ipv4 10.1.1.1
! - First radius accounting client group
radius accounting ACCT-CLIENT-GROUP-1
! - First radius server
server ACCT-SERVER-1
address ipv4 20.1.1.1
key cisco
! - Backup for First radius server
server ACCT-SERVER-2
address ipv4 20.1.1.2
key cisco
activate
! - Second radius accounting client group
radius accounting ACCT-CLIENT-GROUP-2
! - Second radius server
server ACCT-SERVER-3
address ipv4 30.1.1.1
key cisco
! - Backup for Second radius server
server ACCT-SERVER-4
address ipv4 30.1.1.2
key cisco
activate
! - Billing Manager.
billing
local-address ipv4 10.1.1.1
method packetcable-em
cache path harddisk:
! - First billing method.
packetcable-em 0 transport radius ACCT-CLIENT-GROUP-1
local-address ipv4 10.1.1.1
attach
! - Second billing method for duplicate records.
packetcable-em 1 transport radius ACCT-CLIENT-GROUP-2
local-address ipv4 10.1.1.1
attach
activate
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次に、エンドポイント情報を設定してアドレス情報を取得する設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# billing
Router(config-sbc-sbe-billing)# cdr endpoint-info addressing
Router(config-sbc-sbe-billing)# end
Router#

次に、show コマンドを使用して、エンドポイントのアドレス情報を含むように設定された課金を表示
する例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe billing instance
Billing Manager Information:
Local IP address:
LDR check time:
Method
Method
Admin Status:
Operation Status:
Cache path:
Cache max size:
Cache minor-alarm:
Cache major-alarm:
Cache critical-alarm:
Retry-interval:
CDR Media-Info:
CDR Endpoint-Info:

172.18.53.179
0 :0
packetcable-em
packetcable-li
DOWN
DOWN
usb0:billing_cache/
0 Kilobytes
97656 Kilobytes
488281 Kilobytes
976562 Kilobytes
20 secs
Not Included
Addressing

Billing Methods:
Radius client name:
Instance:
Type:
Transport Mechanism Status:
Active Calls Billed:
Local IP Address:
Deact-mode:
Admin Status:
Operation Status:
LDR check time:
Batch size:
Batch time:

ssss
0
PACKET-CABLE
DOWN
0
172.18.53.179
abort
DOWN
DOWN
0 :0
0
1000 ms

IP 形式の課金の計算
インターネットは、もはやデータのみを転送するために使用されるわけではありません。音声およびビ
デオを転送するためにも使用されます。インターネットを介した音声およびビデオの送信は、大部分は
簡素化された通信ですが、音声およびビデオ サービスがどのように管理および設定されているかを理
解することは重要です。

SBC によって現在使用されている PacketCable 課金方式は Bellcore AMA Format（BAF）形式の呼詳
細レコード（CDR）を生成します。ただし、BAF 形式はきわめてテレフォニー固有であり、IP 中心の
ロギング情報をサポートできるだけの十分なプロビジョニングが含まれていません。たとえば、BAF
形式は、セッション記述プロトコル（SDP）または Real-Time Transport Control Protocol（RTCP）統
計情報を記録しません。また、PacketCable 課金メソッドは拡張可能ではないため、これらのフィール
ドを含むよう拡張を定義できません。
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XML ベースの課金方式が選択されたのは、IP 中心のロギング情報を処理でき、柔軟で、データを異な
るプラットフォーム間で転送する必要がある状況（たとえば課金データを SBC および課金サーバから
変換しなければならない場合）で広く使用されます。

XML ベースの課金の概要
XML ベースの課金方式は、それぞれがコールを完全に記述する一連の XML レコードを作成するため
に使用されます。各コールについて XML レコードがあります。XML 課金方式では、課金イベントが
Billing Manager で生成され保存されます。コールが完了した後でのみ、Billing Manager はディスク上
に完全な CDR を書き込みます。XML 課金方式は、ローカル ファイル デーモンを使用して課金レコー
ドを格納します。XML の課金レコードは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して設定
されたパスにローカルに保存されます。
コールが開始されると、SBC はそのコールに関連する課金可能なイベントの記録を開始します。コー
ルの完了後、SBC は記録を停止し、単一の CDR にイベントを収集します。CDR の形式は、標準 XML
パーサー ツールで分析および後処理できる独自の XML 形式です。CDR は、ローカル ファイルに追加
されます。設定されたしきい値を超えたファイル サイズの増加を管理者に通知するためのクリティカ
ル、メジャー、およびマイナー アラームは、cdr alarm コマンドを使用して設定します。これにより、
管理者は、ディスクが一杯になり古い課金情報が新しい課金情報によって上書きされる前にディスク領
域を解放することができます。

XML スキーマの計算の詳細については、付録 C「XML 課金スキーマ」を参照してください。

XML ベースの課金に関する制約事項
次に、XML ベースの課金には次の制約事項があります。

• 最大 1 件の XML 課金インスタンスだけを設定できます。
• 各課金方式の設定（課金対象）がメモリを消費します。課金方式は、該当する方式の少なくとも 1
つのインスタンスが設定されていない場合、設定できません。

• 対応する方式のインスタンスが設定されていない場合、no method xml コマンドは失敗します。
• 課金レコードの圧縮はサポートされません。
• H.323 では XML 課金がサポートされますが、制限があります。制限の 1 つは、H.323 シグナリン
グ アドレスが XML 課金にないことです。

XML ベースの課金の設定
ここでは、XML 課金方式、CDR レコードを格納するためのローカル パス、しきい値、他のパラメー
タを設定するための詳細について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbcname
3. sbe
4. billing
5. method xml
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6. xml xmlinstance
7. cdr path path
8. ldr-check hour:min
9. cdr alarm minor 2000 major 1000 critical 500
10. flipped-interval 240
11. flipped-size 20480
12. deact-mode quiesce
13. attach
14. exit
15. activate
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
す。

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

billing

課金ポリシーを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# billing

ステップ 5

（注）

SBC ごとに Billing Manager の 1 つのインスタンス
だけが存在できます。課金を設定するためには
Billing Manager が設定されている必要があります。

XML 課金方式をイネーブルにします。

method xml

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# method xml

ステップ 6

XML 課金インスタンスを設定します。有効な値の範囲は、
0 ～ 7 です。

xml method-instance

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# xml 1

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

741

Cisco Unified Border Element（SP Edition）での課金の実装
IP 形式の課金の計算

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

cdr path path

CDR 課金レコードを格納するためのパスを設定します。
パスは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのフラッシュ
ディスクまたはハード ドライブにあるディレクトリをロー
カルに指す必要があります。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# cdr path
usb0:cdr

ステップ 8

ldr-check hour minutes

長い時間のレコードをチェックする時間を設定します。こ
れは、24 時間を超えるすべてのコールを報告する時間で
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# ldr-check
23 30

ステップ 9

cdr alarm minor 2000 major 1000 critical 500

空きディスク領域が設定サイズより少ない場合にアラーム
がトリガーされるように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# cdr alarm
minor 2000 major 1000 critical 500

ステップ 10 flipped-interval 240

課金 XML ファイルを移行する最大間隔（秒単位）を設定
します。デフォルト値は 3 分です。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)#
flipped-interval 240

ステップ 11 flipped-size 20480
例：

課金 XML ファイルを移行する最大サイズ（キロバイト単
位）を設定します。デフォルト値は 10240 キロバイト
（KB）です。

Router(config-sbc-sbe-billing-xml)#
flipped-size 20480

ステップ 12 deact-mode quiesce

XML 課金方式に非アクティブ化モードを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# deact-mode
quiesce

ステップ 13 attach

XML の課金インスタンスをアクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# attach

ステップ 14 exit

現在のモードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing-xml)# exit

ステップ 15 activate

Billing Manager をアクティブにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-billing)# activate
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XML 課金レコードの取得
CDR 課金レコードは Cisco ASR 1000 シリーズ ルータにローカルに保存されるため、XML 課金レコー
ドを別のシステムに定期的にコピーすることを推奨します。SBC は、CLI を使用して設定された CDR
パスに XML ファイルを保存します。XML ファイルは、設定された固定サイズまたは間隔を超えた場
合に移行します。デフォルトのファイル サイズは 10 MB です。デフォルトの間隔は 3 分です。した
がって、課金レコードをローカル ディスクからリモート マシンに毎日コピーして、ローカル ディスク
から古い課金レコードを削除することを推奨します。セキュリティ上の理由から、ファイルは SCP ま
たは HTTPS などの安全な転送方式を使用してコピーします。

アラームによるディスク領域の管理
XML 課金 CDR レコードはファイル デーモンによってディスクに保存されます。多くのコールがある
とあるシステムのディスクがすぐに一杯になります。したがって十分なディスク領域が常に使用できる
ことを保証する自動管理システムを配置することは重要です。自動システムはファイル転送プロトコル
（FTP）を使用して定期的に適切なサーバに CDR ファイルをコピーし、ローカル ディスクからファイ
ルを削除します。
空きディスク領域が設定値よりも少なくなると、SBC は、CDR を削除してディスク領域を解放するよ
う管理者に要求するアラームを生成します。SBC は、より多くのディスク領域が使用可能になるまで
コールを受信し続けます。ディスク領域の不足によりアクティブなコールが課金されなくなるのを防ぐ
ため、マイナー、メジャー、およびクリティカル アラームを設定し、空きディスク領域のしきい値サ
イズを超えた場合にディスク領域を解放するよう定期的に管理者に通知することをお勧めします。

RP フェールオーバー中の課金レコードの管理
課金レコードを保持するために注意が必要な種のシナリオを考慮することが重要です。そのようなシナ
リオの 1 つは、アクティブからスタンバイへのルート プロセッサ（RP）のフェールオーバー中の課金
レコードの管理です。SBC 課金アーキテクチャは、課金記録がスタンバイ RP へのフェールオーバー
の場合に失われないように設計されています。アーキテクチャはインフラストラクチャに特定の前提条
件を設定しており、これらの前提条件が実装および確認される必要があります。

Billing Manager は、課金データとともに一時的な課金制御ブロックを生成します。プライマリ SBC が
スタンバイ SBC にこれらのブロックを複製します。フェールオーバーの場合、コールの状態と課金状
態はスタンバイで使用でき、コールを継続し、課金ように設計されています。

XML ベースの計算では、フェールオーバー前に、Billing Manager は、ローカル ディスクに XML の
課金レコードを保存します（ファイル デーモン インターフェイス経由で）。フェールオーバーが発生す
ると、ファイル デーモンはハード ディスクにキャッシ ュ バッファの課金レコードをフラッシュしま
す。ファイル デーモンは、新しいアクティブな RP に属するローカル ディスクにレコードを書き込み
ます。

（注）

XML 課金レコードを格納する CDR のパスは、新しいアクティブ RP で事前に定義されている必要が
あります。CDR パスが定義されていない場合、課金レコードがハード ディスクに書き込まれません。
CDR パスが定義されていない場合、config-sbc-sbe-billing-xml コマンド モードから cdr path path コ
マンドを実行して作成します。
新しいスタンバイ RP に存在する古い課金レコードは、copy stby-harddisk: <destination path> コマ
ンドを使用してリモート マシンにコピーできます。
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XML の課金レコード ファイルの MD5 チェックサム サポート
ローカルに保存された XML 課金レコードはリモート マシンにコピーされます。宛先リモート マシン
にコピーされる課金レコードがローカルにあるものと同じであることを確認するため、MD5 チェック
サムのサポートが XML 課金レコード ファイルに実装されています。チェックサムは、ファイルが正
しくダウンロードされていることを保証するためのメカニズムの 1 つです。MD5 チェックサムのサ
ポートは、XML 課金レコードがローカル ストレージからリモート サーバにコピーされるときに XML
課金レコード ファイルの整合性チェックを実行するために使用されます。
古い XML 課金レコード ファイルを閉じると、SBC は古い XML の課金レコード ファイルの MD5
チェックサムを計算して生成します。チェックサム値は MD5 チェックサムのログ ファイルに保存され
ます。ログ ファイルのサイズが 2 MB を超える場合、MD5 値が別のログ ファイルに書き込まれるよう
に切り替えられます。2 つのログ ファイル md5checksum1.log および md5checksum2.log があります。
ログ ファイルは、SBC SBE 課金 XML インスタンスで設定された CDR パスにあります。

選択的な RADIUS 課金
SBC によってサポートされている課金方式は次のとおりです。
•

XML 課金：課金レコードはディスクに独自の XML 形式で書き込まれます。

•

PacketCable 課金：RADIUS メッセージが RADIUS サーバに送信されます。

Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前は、すべてのコールについてすべてのアクティブな課金方式の課
金レコードが生成されます。しかし、限られた容量の RADIUS サーバを保持するカスタマーはすべて
の隣接のサブセットのコールの課金レコードを生成できません。Cisco IOS XE Release 3.3S から、選
択的な RADIUS 課金機能により、異なる隣接に関するコールの課金方式を選択するための機能を提供
します。
コールに使用される課金方式は、隣接単位で選択でき、特定の隣接に課金方法を使用しないことも選択
できます。

選択的な RADIUS 計算の設定
ここでは、選択的 RADIUS 課金機能を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type policy-set
7. entry entry-id
8. billing filter {enable | disable}
9. billing methods {xml | packetcable-em}
10. end
11. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entry id
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能モードを開

sbe

始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

• policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユー
ザによって選択される整数。範囲は 1 ～ 2147483647
です。

ステップ 5

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table t1

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。

ステップ 6

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC ポリシー
テーブルのテーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブルのエントリを変更
するには、CAC テーブル エントリ モードを開始します。

• entry-id：テーブル エントリを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

billing filter {enable | disable}

課金フィルタ方式をイネーブルまたはディセーブルにする
かを指定します。

例：

• enable：課金フィルタをイネーブルにします。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# billing filter enable

• disable：課金フィルタをディセーブルにします。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

billing methods {xml | packetcable-em}

異なる隣接に関するコールに許可される課金方式を指定し
ます。

• packetcable-em：課金のために PacketCable 課金方式

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# billing methods xml

ステップ 10 end

を設定します。

• XML：課金のために XML 課金方式を設定します。

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了して特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table
name entry id

CAC ポリシー テーブルの特定エントリの詳細な情報を一
覧表示します。

例：
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set 1
table t1 entry 1

次の例は、課金フィルタ情報をリストする show sbc sbe cac-policy-set table entry コマンドの部分的
な出力を示します。
Router# show sbc mySBC sbe cac-policy-set 1 table t1 entry 1
SBC Service "mySBC"
CAC Averaging period 1: 60 sec
CAC Averaging period 2: 0 sec
CAC Policy Set 1
Active policy set: No
Description:
First CAC table:
First CAC scope: global
Table name: t1
Description:
Table type: policy-set
Total call setup failures (due to non-media limits): 0
Entry 1
CAC scope:
CAC scope prefix length: 0
Action: Not set
Number of call setup failures (due to non-media limits): 0
……
media bandwidth policing:
Media policy limit:
IPsec maximum registers:
IPsec maximum calls:
Billing filter :
Billing filter methods:

Degrade
mp1
10
5
enable
xml
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選択的な RADIUS 課金の設定例
次の例では、XML 課金を使用して課金されるすべてのコールを設定します。IMS 隣接グループ内の隣
接上のすべてのコールは、XML および PacketCable-em 課金を使用して課金されるように設定されま
すが、special-adj 隣接のすべてのコールはまったく課金されないように設定されます。
cac-policy-set 1
first-cac-scope global
first-cac-table 1
table-type limit adj-group
cac-table 1
entry 1
action next-table 2
billing filter enable
billing methods xml
!
!
cac-table 2
entry 1
match-value ims-adjacencies
action next-table 3
billing filter enable
billing methods xml
billing methods packetcable-em
!
!
cac-table 3
entry 1
match-value special-adj
action cac-complete
billing filter enable
!
!
!
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課金サポート
ここでは、課金に関する各種の内容について説明します。課金の設定を行う前に、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）の課金の特徴と機能をすべて理解しておくことが重要です。

• 「統合課金システム」（P.749）
• 「イベント メッセージの転送」（P.750）
• 「サポートされるイベント メッセージの詳細」（P.753）
• 「ロギングおよびアラーム」（P.760）
• 「耐障害性」（P.761）
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）から RADIUS 課金サーバへのイベント メッセージ
の例」（P.762）
• 「セキュリティ」（P.787）

統合課金システム
統合課金は、PacketCable イベント メッセージ アーキテクチャで実現されています（『PacketCable 1.5
Event Messages Specification』PKT-SP-EM1.5-I01-050128 を参照）。Cisco Unified Border Element
（SP Edition）がこのアーキテクチャに統合されている例を図 1 に示します。この例でわかるように、
課金サーバは PacketCable イベント メッセージをサポートしています。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ上の Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、統合モードで
リモート課金をサポートしています。リモート課金は、サードパーティのアカウンティング サーバに
統合されたコール課金です。
図 1 に、統合モデルで動作する Cisco Unified Border Element （SP Edition）を示します。この図で、
課金システムは 3 台の課金サーバとともに配置されています。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、3 台すべてに同時に送信したり、1 台をプライマリにして 2 台をバックアップで使用した
りするなど、複数の方法でサーバへ送信するように設定できます。
システムは次のように動作します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は Event Message（EM; イベント メッセージ）を生
成します。これらのイベント メッセージは、課金可能なイベントや、コール開始、コール終了、
メディア タイプの変更などの関連イベント用です。

• EM を生成する Cisco Unified Border Element（SP Edition）およびシステムのその他のエレメント
は、課金サーバに対して RADIUS プロトコルを使用して、EM をリアルタイムで送信します（ま
たは、ネットワークの効率化のためにバッチ処理します）。
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（注） 『PacketCable 1.5 Event Messages Specification 』では、発信側 INVITE と応答側 SDP の識別情報
（BCID および FEID）を送信して 2 組の課金データ間で相互に関連付ける方法が説明されています。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ドメイン内伝送でもドメイン間伝送でもこのメカニズ
ムをサポートしていません。課金サーバは代替方式を使用して相互に関連付けを行う必要があります
（たとえば、着信電話番号とコール時刻）。
図 1

統合課金の導入
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イベント メッセージの転送
生成されたイベント メッセージは、RADIUS プロトコルを使用して、設定済みの課金サーバ セットに
送信されます（「イベント メッセージ セットの概要」を参照）。イベント メッセージの具体的な内容を
知る前に、次の項で説明するイベント メッセージ転送の考慮事項について理解しておく必要がありま
す。

• 複数サーバのサポート
• イベント メッセージのバッチ処理

複数サーバのサポート
課金サーバは、起動時にセットとして設定されます。

• 各セットには、単一のプライマリ サーバとゼロ台以上の順序付けられたバックアップ サーバで構
成された、1 台以上の課金サーバのリストが含まれます。
• SBE には、1 つ以上の課金サーバ セットを設定できます。
各イベント メッセージはすべてのセットに送信されますが、各セット内の 1 台のサーバに対してだけ
送信されます。

• 各セットについて、SBE はセット内のプライマリ サーバにイベント メッセージを送信します。
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• プライマリ サーバが使用不可の場合、メッセージは最初のバックアップ サーバ（設定されている
場合）に送信されます。最初のバックアップ サーバも使用不可の場合、メッセージは 2 番めの
バックアップ サーバに送信されます。同様に、いずれかのサーバによってメッセージが受信され
るか、またはセット内のすべてのサーバに送信を試みるまで、メッセージの送信が試行されます。

• セット内のどのサーバもメッセージを受け付けなかった場合、セット全体が使用不可としてマーキ
ングされます。
図 2 に、複数のサーバのサポートを示します。
図 2

複数サーバのサポート
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イベント メッセージのバッチ処理
RADIUS プロトコルは非効率的であるため、SBE はイベント メッセージをバッチ処理し、単一の
RADIUS メッセージを使用して送信することにより、転送メカニズムの負荷を軽減しています。
バッチ処理は、セット単位だけで実行できます。バッチのサイズは設定できませんが、課金コンポーネ
ント上の負荷によって判別されます。
バッチ処理はディセーブルにできません。

イベント メッセージ セットの概要
ここでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）によってサポートされるイベント メッセージ
のセットについて説明します。

• 「コール固有のメッセージ」（P.752）
• 「アウトオブバンド メッセージ」（P.752）
• 「サポートされないメッセージ」（P.752）
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コール固有のメッセージ
次の表に、サポートされるコール イベント メッセージを示します。

イベント メッセー
ジ

備考

Signaling_Start

シグナリングが開始された時点（インバウンド）および開始される時点（アウ
トバウンド）で送信されます。たとえば、SIP エンドポイントで、着信の
INVITE を受信した時点、または発信の INVITE を送信する時点です。

QoS_Reserve

DBE に予約済み QoS がある場合に送信されます。インバウンド QoS が予約さ
れている場合にはインバウンド レッグ、アウトバウンド QoS が予約されてい

Call_Answer

終端側からアンサーがあり、メディアが開始されたことを示します。このメッ
セージは、同時に両方のレッグに対して送信されます。

QoS_Commit

DBE により QoS が認定された時点で送信されます。このメッセージは、同時

る場合にはアウトバウンド レッグに対して送信されます。

に両方のレッグに対して送信されます。

Call_Disconnect

コールが終了し、メディア フローが停止した時点で送信されます。同時に両
方のレッグに対して送信されます。

QoS_Release

DBE により QoS が解放された時点で送信されます。同時に両方のレッグに対
して送信されます。

Signaling_Stop

コールの各側ですべてのシグナリングが完了した時点で送信されます。（この
イベントは、最後のシグナリング メッセージが送信されると、各側で 1 回生
成されます）。

Media_Statistics

DBE により、コールのメディア統計情報が報告されたことを示します。メ
ディアが解放されると、各レッグに対して送信されます。

Media_Alive

長時間のコールがまだアクティブであることを示します。24 時間ごとに、事
前に設定された時刻になると、コールの各レッグに対して送信されます。

アウトオブバンド メッセージ
次の表に、コールに関連していない、アウトオブバンド イベント メッセージを示します。

イベント メッセー
ジ

Time_Change

備考
時刻が 200 ms を超えて変更された場合に送信されます。サマータイムの変更時
などにも送信されます。

サポートされないメッセージ
次の表に、サポートされていないイベント メッセージを示します。
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イベント メッセージ

備考

サポートされない理由

Database_Query

フリーダイヤル キャリア、LNP
ルーティングなどについて、外部
データベースへのクエリーを実行
するときに送信されます。

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）はデータベース クエリー
をサポートしていません。

Service_Instance

サービスのインスタンスを示しま
す。

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）はサービスをサポートし

Service_Activation

サービスのアクティベーションを
示します。

Service_Deactivation

サービスの非アクティベーション
を示します。

ていません。（ソフトスイッチおよ
びアプリケーション サーバの方が
サービスに適しています）。

Interconnect_Start

Public Switch Telephony Network
（PSTN; 公衆電話回線網）への相
互接続時に送信されます。

Interconnect_Stop

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、PSTN にはインター
フェイスを直接提供しません。

PSTN への接続の終了時に送信さ
れます。

Conference_Party_Change

マルチパーティ コールにおける
パーティ ステート変更を示しま
す。

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、マルチパーティ コー
ルをサポートしていません。

サポートされるイベント メッセージの詳細
ここでは、サポートされるイベント メッセージと、各メッセージで送信される属性を示します。

Signaling_Start
このメッセージは、シグナリングがコールを開始する時点で送信されます。つまり、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）が、宛先がルーティング可能であり、発信側エンドポイントでコールを
開始できることを確認した時点（SLA チェックされた後）で送信されます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Direction_Indicator

デバイスがコールの発信元と終端のどちらを表しているかを示します。

1= 発信元
2 = 終端
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MTA_Endpoint_Name

ストリング MTA Endpoint または送信元エンドポイント情報（隣接名また
はアドレッシング情報）。
このフィールドの値は、MTA Endpoint または送信元エンドポイント情報
に設定されます。
送信元隣接の名前は、課金レコードに隣接の名前を含めるように SBC が
設定されている場合に、メッセージが発信元デバイスから着信したときに
使用されます。
送信元アドレス情報（IP アドレス、ポート、転送タイプ、隣接名の形式）
は、課金レコードに隣接の名前を含めるように SBC が設定されている場
合に、メッセージが発信元デバイスから着信したときに使用されます。

Calling_Party_Number

発信側の番号（使用可能な場合）。

Called_Party_Number

着信側の番号（常に存在）。

Routing_Number

ルーティング可能な番号を示します（常に存在）。

Billing_Type

発信元のエンドポイントが度数料金加入者である場合に設定されます。

次の表に、このメッセージで送信されない属性の一覧を示します。

属性名

解説

Location_Routing_Number

LNP はサポートされません。

Carrier_Identification_Code

PSTN インターフェイスはサポートされません（ソフトスイッチ機
能）。

Trunk_Group_ID

同上。

Intl_Code

国際コールの発信元を示します。

Dial_Around_Code

迂回ダイヤル コードによるキャリア指定はサポートされません。

Jurisdiction_Information_Par
ameter

Element（SP Edition）に透過的）。

Ported_In_Calling_Number

同上。

Ported_In_Called_Number

同上。

ポートイン課金はサポートされません（Cisco Unified Border

Called_Party_NP_source

LNP はサポートされません。

Calling_Party_NP_source

同上。

QoS_Reserve
このメッセージは、SBE が DBE を通じてネットワーク上の帯域幅（QoS）を予約したときに生成され
ます。
この予約された帯域幅が変化した場合、このメッセージ（およびパートナー QoS_Commit メッセージ）
が再度生成されます。

（注）

SBE が複数のゲートを管理している場合、このメッセージは、各 MTA エンドポイントへのゲートと各
MTA エンドポイントからのゲートに対してだけ生成されます（内部ゲートに対しては生成されませ
ん）。このメッセージで送信されないオプション属性はありません。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。
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属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

QoS_Descriptor

予約された QoS の説明（後述）。

MTA_UDP_Portnum

ネットワーク エレメント エンドポイント上の UDP ポート番号。

Flow_Direction

1 = アップストリーム
2 = ダウンストリーム

SF_ID

必須の DOCSIS 固有の属性。CMTS により PacketCable アーキテク
チャ内で生成されます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）
は DOCSIS をサポートしていないため、この属性は常に 0 になりま
す。

Call_Answer
このメッセージは、非早期双方向メディアが確立された最も早い時点を示します。

SBE は、着信側がオフフックになった（つまり、コールにアンサーした）ことを通知されると、課金
サーバにメッセージを送信します。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Charge_Number

コレクト コール、テレホンカードのコール、第三者に課金される
コールなど、適切なケースにおけるチャージ番号。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、この番号は常に発
番号になります。

MTA_Endpoint_Name

宛先エンドポイント情報（隣接名またはアドレッシング情報）は、課
金レコードにエンドポイント情報を含めるように SBC が設定されて
いて、SBC が終端デバイスである場合にメッセージに追加されます。
メッセージにエンドポイント情報を含めるように SBC が設定されて
いない場合、この属性は含まれません。

次の表に、このメッセージで送信されない属性の一覧を示します。

属性名

解説

Related_Call_Billing_Correla 終端ネットワーク エレメントからのレッグに割り当てられた BCID。
tion_ID
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、他のネットワーク
エレメントと BCID および FEID の情報を共有しません。
FEID
レッグの他端のネットワーク エレメントに割り当てられた FEID が
含まれます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、他の
ネットワーク エレメントと BCID および FEID の情報を共有しませ
ん。
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QoS_Commit
このメッセージは、ゲート帯域幅が認定されたときに SBE によって送信されます。このメッセージは、
QoS_Reserve が以前送信された場合にだけ送信されます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

MTA_UDP_Portnum

ネットワーク エレメント エンドポイント上の UDP ポート番号。

Flow_Direction

1 = アップストリーム
2 = ダウンストリーム

SF_ID

常に 0（Cisco Unified Border Element（SP Edition）は DOCSIS を
サポートしません）。

Total_Bandwidth（属性 ID
253）

QoS_Commit メッセージに示されたストリームで使用される合計帯
域幅。この属性の構造については表 B-11 を参照してください。

Media_Session_Desc（属性
ID 254）

Flow_Direction でコミットされたメディアを説明する 0 個以上の属
性。複数のフローがコミットされる場合、Media_Session_Desc 属性
は Stream_ID で識別されます。この属性の構造については、表 B-12
を参照してください。

次の表に、このメッセージで送信されない属性の一覧を示します。

属性名

解説

QoS_Descriptor

情報は QoS_Reserve メッセージで送信され、このメッセージに複製
されることはありません。

次の表に、Total_Bandwidth 属性（属性 ID 253 ）の構造を示します。

属性名

長さ

タイプ

解説

Total_Bandwidth

8

符号なし
整数

QoS_Commit メッセージに示されたストリームで使用さ
れる合計帯域幅。

（属性 ID 253）

次の表に、Media_Session_Desc 属性（属性 ID 254）の構造を示します。

属性名

長さ

タイプ

解説

Stream_ID

4

符号なし整 コールのスコープ内で固有のストリーム ID。
数
Stream_ID はフロー（2 つ）、アップストリーム（1
つ）、ダウンストリーム（1 つ）を示します。この
Media_Info 属性は、メッセージの Flow_Direction 属
性で指定されたフローに関するものです。

Local_address_type

1

バイト

1 = IPv4 アドレス（長さ 4）
2 = IPv6 アドレス（長さ 16）
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Local_address

可変

バイト配列 ローカル アドレス（Local_address_type で定義され
た長さ）。

Local_port

2

符号なし整 ローカル ポート
数

Remote_address_type 1

バイト

1 = IPv4 アドレス（長さ 4）
2 = IPv6 アドレス（長さ 16）

Remote_address

可変

バイト配列 リモート アドレス（Remote_address_type で定義され
た長さ）

Remote_port

2

符号なし整 リモート ポート
数

Transrated

1

バイト

0：トランスレーティングはこのストリームで使用さ
れていません。
1：トランスレーティングはこのストリームで使用さ
れます。

Truncated

1

バイト

0：次の SDP の切り詰めは行われません。
1：次の SDP は、RADIUS 属性が 247 バイトを超え
ることを防ぐため、最後の a= 行の後ろで切り詰めら
れました。

SDP_fragment_len

1

バイト

SDP_fragment

可変

必要に応じてこのフローを説明する SDP フラグメン
ASCII 文
字のストリ ト。このフラグメントに存在するポート番号は無視さ
ング
れ、代わりに上記の値が使用されます。

次の SDP の長さが 0 に等しい場合があります。

Call_Disconnect
このメッセージは、双方向メディア フローが終了するときに SBE によって生成されます。つまり、い
ずれかの側から BYE に対する 200 OK 応答を送信するときです。
通常、このメッセージは QoS_Release および Signaling_Stop の直前に送信されます。
このメッセージは、Call_Answer が以前送信された場合にだけ送信されます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Call_Termination_Cause

コールを終了する理由。

このメッセージで送信されないオプション属性はありません。

QoS_Release
このメッセージは、予約された帯域幅が解放されたとき（DBE のゲートが閉じられたとき）に SBE に
よって生成されます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。
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属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Flow_Direction

1 = アップストリーム
2 = ダウンストリーム

SF_ID

DOCSIS 固有の属性であるサービス フロー ID。PacketCable アーキ
テクチャで CMTS によって生成されます。Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は DOCSIS をサポートしていません。そのた
め、この属性は常に 0 に設定されます。

Media_Session_Desc（属性
ID 254）

Flow_Direction でコミットされたメディアを説明する 0 個以上の属
性。複数のフローがコミットされる場合、Media_Session_Desc 属性
は Stream_ID で識別されます。この属性の構造については、表 B-12
を参照してください。

このメッセージで送信されないオプション属性はありません。

Signaling_Stop
このメッセージは次の場合に送信されます。

• コールを終了する側からの終了シグナリング要求（たとえば SIP BYE）が、SBE によって承諾さ
れる場合。

• コールを終了しない側に対して終了シグナリング要求が SBE によって送信され、その側によって
承諾される場合。
このメッセージは、このコールに対して Signaling_Start を送信していない場合には送信されません。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

ヘッダー属性（先頭にあることが必要です）。

Related_Call_Billing_Correla 他のレッグの BCID（つまり、これが発信側である場合は着信側、着
tion_ID
信側である場合は発信側）。
Call_Termination_Cause

コールを終了した理由。

MTA_Endpoint_Name

エンドポイント情報（隣接名またはアドレッシング情報）を含めるよ
うに SBC が設定されている場合に、この属性が追加されます。宛先
エンドポイント情報が終端デバイス メッセージに追加され、送信元
エンドポイント情報が発信元デバイス メッセージに追加されます。
メッセージにエンドポイント情報を含めるように SBC が設定されて
いない場合、この属性は含まれません。

次の表に、このメッセージで送信されない属性の一覧を示します。
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属性名

解説

FEID

終端ネットワーク エレメントの FEID。Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は、ネットワーク エレメント間でこのメッ
セージを伝送しません。

Media_Statistics
コールが DBE で終端している場合（つまりゲートが閉じている場合）、統計情報が SBE に返されま
す。これらの統計情報を受信すると、このメッセージが生成されます。
メディア QoS の再ネゴシエーション時には、ゲートが閉じられ再度開かれます。この場合、統計情報
は、最初のゲートおよび 2 番目のゲートについて、ゲートを閉じるとき（コールの終了時）にログに記
録されます。
メディアごとに複数のゲートが存在する可能性があります。統計情報は集計され、課金レッグあたり 1
つの Media_Statistics メッセージになります。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

RTCP_Data

ゲート統計情報に対する DBE からのレポート データ。

このメッセージで送信されないオプション属性はありません。

Media_Alive
このメッセージは 1 日に 1 回、設定した時刻に生成されます。
設定した時刻に、SBE はアクティブなコールを監査し、24 時間を超えてアクティブなコールを特定し
ます。この条件を満たす各コールに対し、Media_Alive メッセージが生成されます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

このメッセージで送信されないオプション属性はありません。

Time_Change
このメッセージは、DBE または SBE で 200 ms（Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム
プロトコル）による slew 調整を差し引きます）を超える時刻変更が起きた場合に、SBE 自身によって
生成されるか、DBE の代わりに SBE によって生成されます。これにはステップ調整、手動時刻設定変
更、サマータイムの調整が含まれます。
次の表に、このメッセージで送信される属性の一覧を示します。
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属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Time_Adjustment

ミリ秒単位の調整。

このメッセージで送信されないオプション属性はありません。

管理および設定
課金には、次の一般的な設定が必要です。

統合モードの設定
統合モードを指定する場合、次の設定情報が必要です。

• 割り当て済みのエレメント ID。インターネット サービス プロバイダー（ISP）によって割り当て
られた ID です。この ID は、特定の課金サーバ セットにイベント メッセージを送信する SBE の
セット全体で、一意でなければなりません。

• イベント メッセージ キャッシュ ファイルのマイナー、メジャー、およびクリティカルのしきい値
サイズ。

• ディスク上のイベント メッセージ キャッシュ ファイルの場所。
• Media_Alive メッセージを生成する時刻。
• RADIUS クライアント設定情報。
統合モードでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の RADIUS クライアント コンポー
ネントが必要です。これには、設定が必要です（課金サーバのセットなど）。これらの各セットの
ステートは、そのセットのイベント メッセージ キャッシュ ファイルが存在するかどうかに応じて
設定されます。管理者は、このステートを変更できます。ステートは、disabled（ディセーブル）、
active（アクティブ）、failed（障害）、または resending（再送信）です。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金の管理
課金コンポーネントは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の Command-Line Interface
（CLI; コマンド ライン インターフェイス）を使用して管理します。
『Cisco Unified Border Element (SP
Edition) Command Reference: Unified Mode』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html）で、該当する課金コマ
ンドを参照してください。

ロギングおよびアラーム
アラームの生成は、次の表に示すように、課金がどのように統合されているかによって異なります。
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課金システムのタイ
プ

ロギング条件

統合課金のアラーム

アラームは、次の条件に基づいて生成されます。

• キャッシュ ファイルのサイズが設定済みのしきい値を超えると、マイ
ナー、メジャー、およびクリティカルのアラームが送信されます。

• 課金サーバが使用不可になると、次のように、アラームが生成されます。
– 設定されている課金サーバ セットの 1 つが使用不可になると、マイ
ナー アラームが生成されます。

– 2 つ以上の課金サーバ セットが使用不可になると、メジャー アラー
ムが生成されます。

– すべての課金サーバが使用不可になると、クリティカル アラームが
生成されます。
（注）

この状況では、2 つ以上のアラーム条件が満たされていることになり
ます（たとえば、1 つのサーバ セットだけが設定され、そのセットが
使用不可になった場合）。最も重大度の高いアラームが優先されます。

耐障害性
Cisco Unified Border Element（SP Edition）課金システムは、次の 2 つのレベルの耐障害性を備えてい
ます。

• ウォーム フェールオーバー：ライブ バックアップへのフェールオーバー（同じマシン上の 2 番め
のカードなど）。

• コールド フェールオーバー：障害マシンと新規マシンとの間にソフトウェア接続が存在しない、
新規マシンへのフェールオーバー。

ウォーム フェールオーバー
バックアップ システムへのフェールオーバーでは、ウォーム フェールオーバー メカニズムがサポート
されます。ウォーム フェールオーバーの場合、次のようになります。

• SBE 上のデータはまったく失われません。
• DBE 上のコールのメディア統計情報の値がリセットされます（この情報は失われます）。

コールド フェールオーバー
バックアップ専用ではないマシンへのコールド フェールオーバーの場合には、障害のあるシステムか
ら新規サーバへの移行中に、一部の課金データが失われます。移行中に完全に失われる課金レコード数
は、1 回のフェールオーバーにつき、10,000 未満です。ただし、このような状況では、次の可能性があ
ることに注意してください。

• 存続している課金レコードが破壊され、課金レコードを部分的にしか回復できないことがありま
す。特に、ローカル CDR 生成の場合には、コール終了までハード形式のログが生成されないた
め、この状況が発生しやすくなります。
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• イベント メッセージ キャッシュが障害マシン上に存在する場合には、火災、ハードウェア異常、
またはその他の障害の原因によってディスク レコードを回復できず、より多くの課金イベントが
失われることがあります。ただし、コールド フェールオーバーの所要時間よりも長く、課金サー
バが使用不可かつ回復不能であることが前提であるため、実際には、この状況はほとんど発生しま
せん。

• CDR が書き込まれていたメディアが失われると、（FTP を使用してレコードを抽出することで）
バックアップされていない CDR は、すべて失われます。
• コールド フェールオーバー後は、長時間のコールを検出できません。データをシステムから回復
できるのは、ネットワーク上でメディア終了などのイベントが発生した場合だけです。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）から
RADIUS 課金サーバへのイベント メッセージの例
ここでは、次の例を示します。

• 例 1 に、単一のコールに対する、SBC から RADIUS サーバへの 2 つの要求の例を示します。
• 例 2 に、課金レコードにエンドポイント隣接の名前を含めるように SBC が設定されている場合の、
SBC から RADIUS サーバへの要求の例を示します。
• 例 3 に、課金レコードにエンドポイント アドレッシング情報を含めるように SBC が設定されてい
る場合の、SBC から RADIUS サーバへの要求の例を示します。

例1
ここでは、単一のコールに対する、SBC から RADIUS サーバへの 2 つの要求の例を示します。
最初の RADIUS イベント メッセージは、コールの確立に関するメッセージです。

• イベント メッセージ タイプ：Signaling_Start
• イベント メッセージ タイプ：QoS_Reserve
• イベント メッセージ タイプ：Call_Answer
• イベント メッセージ タイプ：QoS_Commit

2 番めの RADIUS イベント メッセージは、コールの解放に関するメッセージです。
• イベント メッセージ タイプ：QoS_Release
• イベント メッセージ タイプ：Call_Disconnect
• イベント メッセージ タイプ：Signaling_Stop
Radius Protocol
Code: Accounting-Request (4)
Packet identifier: 0x0 (0)
Length: 1298
Authenticator: 25CE1B487AE4AE70033D61E0EF540A4A
[The response to this request is in frame 4]
Attribute Value Pairs
AVP: l=6 t=NAS-IP-Address(4): 77.111.1.51
NAS-IP-Address: 77.111.1.51 (77.111.1.51)
AVP: l=6 t=Acct-Status-Type(40): Interim-Update(3)
Acct-Status-Type: Interim-Update (3)
AVP: l=26 t=Acct-Session-Id(44): HDq]
01+000000\000\000\000\001
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Acct-Session-Id: HDq]
01+000000
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: Signaling_Start (1)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 0
Event Time: 20080602221700.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 6
Event Object: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Direction-indicator(37): Originating(1)
CableLabs-Direction-indicator: Originating (1)
AVP: l=20 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=14 t=CableLabs-MTA-Endpoint-Name(3): MTA Endpoint
CableLabs-MTA-Endpoint-Name: MTA Endpoint
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Calling-Party-Number(4):
123
CableLabs-Calling-Party-Number:
123
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Called-Party-Number(5):
service
CableLabs-Called-Party-Number:
service
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Routing-Number(25):
service
CableLabs-Routing-Number:
service
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Billing-Type(87): 3
CableLabs-Billing-Type: 3
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: Signaling_Start (1)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 1
Event Time: 20080602221700.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
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Priority: 128
Attribute Count: 6
Event Object: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Direction-indicator(37): Terminating(2)
CableLabs-Direction-indicator: Terminating (2)
AVP: l=20 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=14 t=CableLabs-MTA-Endpoint-Name(3): MTA Endpoint
CableLabs-MTA-Endpoint-Name: MTA Endpoint
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Calling-Party-Number(4):
123
CableLabs-Calling-Party-Number:
123
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Called-Party-Number(5):
service
CableLabs-Called-Party-Number:
service
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Routing-Number(25):
service
CableLabs-Routing-Number:
service
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Billing-Type(87): 3
CableLabs-Billing-Type: 3
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: QoS_Reserve (7)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 2
Event Time: 20080602221700.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 4
Event Object: 0
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-QoS-Descriptor(32):
QoS Status: 0x00000005
.... .... .... .... .... .... .... ..01 = Status Indication: Resource
Reserved but not Activated (1)
.... .... .... .... .... .... .... .1.. = Service Flow Scheduling
Type: 1
.... .... .... .... .... .... .... 0... = Grant Interval: 0
.... .... .... .... .... .... ...0 .... = Tolerated Grant Jitter: 0
.... .... .... .... .... .... ..0. .... = Grants Per Interval: 0
.... .... .... .... .... .... .0.. .... = Unsolicited Grant Size: 0
.... .... .... .... .... .... 0... .... = Traffic Priority: 0
.... .... .... .... .... ...0 .... .... = Maximum Sustained Rate: 0
.... .... .... .... .... ..0. .... .... = Maximum Traffic Burst: 0
.... .... .... .... .... .0.. .... .... = Minimum Reserved Traffic
Rate: 0
.... .... .... .... .... 0... .... .... = Minium Packet Size: 0
.... .... .... .... ...0 .... .... .... = Maximum Concatenated Burst:
0
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.... .... .... .... ..0. .... .... .... = Status Request/Transmission
Policy: 0
....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
...0
..0.

.0..
0...
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

=
=
=
=

Nominal Polling Interval: 0
Tolerated Poll Jitter: 0
Type of Service Override: 0
Maximum Downstream Latency:

0
Service Class Name:
Service Flow Scheduling Type: 1
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-MTA-UDP-Portnum(26): 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Upstream(1)
CableLabs-Flow-Direction: Upstream (1)
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: QoS_Reserve (7)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 3
Event Time: 20080602221700.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 4
Event Object: 0
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-QoS-Descriptor(32):
QoS Status: 0x00000005
.... .... .... .... .... .... .... ..01 = Status Indication: Resource
Reserved but not Activated (1)
.... .... .... .... .... .... .... .1.. = Service Flow Scheduling
Type: 1
.... .... .... .... .... .... .... 0... = Grant Interval: 0
.... .... .... .... .... .... ...0 .... = Tolerated Grant Jitter: 0
.... .... .... .... .... .... ..0. .... = Grants Per Interval: 0
.... .... .... .... .... .... .0.. .... = Unsolicited Grant Size: 0
.... .... .... .... .... .... 0... .... = Traffic Priority: 0
.... .... .... .... .... ...0 .... .... = Maximum Sustained Rate: 0
.... .... .... .... .... ..0. .... .... = Maximum Traffic Burst: 0
.... .... .... .... .... .0.. .... .... = Minimum Reserved Traffic
Rate: 0
.... .... .... .... .... 0... .... .... = Minium Packet Size: 0
.... .... .... .... ...0 .... .... .... = Maximum Concatenated Burst:
0
.... .... .... .... ..0. .... .... .... = Status Request/Transmission
Policy: 0
.... .... .... .... .0.. .... .... .... = Nominal Polling Interval: 0
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.... .... .... .... 0... .... .... .... = Tolerated Poll Jitter: 0
.... .... .... ...0 .... .... .... .... = Type of Service Override: 0
.... .... .... ..0. .... .... .... .... = Maximum Downstream Latency:
0
Service Class Name:
Service Flow Scheduling Type: 1
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-MTA-UDP-Portnum(26): 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Downstream(2)
CableLabs-Flow-Direction: Downstream (2)
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: Call_Answer (15)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 4
Event Time: 20080602221701.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Charge-Number(16):
123
CableLabs-Charge-Number:
123
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-Related-Call-Billing-Correlation-ID(13):
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: Call_Answer (15)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 5
Event Time: 20080602221701.000
Status: 0x00000008
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.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=28 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=22 t=CableLabs-Charge-Number(16):
service
CableLabs-Charge-Number:
service
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-Related-Call-Billing-Correlation-ID(13):
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: QoS_Commit (19)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 6
Event Time: 20080602221701.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 3
Event Object: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-MTA-UDP-Portnum(26): 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Upstream(1)
CableLabs-Flow-Direction: Upstream (1)
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: QoS_Commit (19)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 7
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Event Time: 20080602221701.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 3
Event Object: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-MTA-UDP-Portnum(26): 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Downstream(2)
CableLabs-Flow-Direction: Downstream (2)

==========================================================================================
===================

Radius Protocol
Code: Accounting-Response (5)
Packet identifier: 0x0 (0)
Length: 20
Authenticator: EB0BD7E187D3301CB7D73349761F9DE0
[This is a response to a request in frame 1]
[Time from request: 0.041131000 seconds]
No.

Time
Source
5 29.324537
77.111.1.51
Accounting-Request(4) (id=0, l=1162)

Destination
200.200.1.2

Protocol Info
RADIUS

==========================================================================================
===================
Radius Protocol
Code: Accounting-Request (4)
Packet identifier: 0x0 (0)
Length: 1162
Authenticator: 78D7DE7EA0162046A7936593F80048D5
[The response to this request is in frame 6]
Attribute Value Pairs
AVP: l=6 t=NAS-IP-Address(4): 77.111.1.51
NAS-IP-Address: 77.111.1.51 (77.111.1.51)
AVP: l=6 t=Acct-Status-Type(40): Interim-Update(3)
Acct-Status-Type: Interim-Update (3)
AVP: l=26 t=Acct-Session-Id(44): HDq]
01+000000\000\000\000\001
Acct-Session-Id: HDq]
01+000000
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
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Event Message Type: Unknown (22)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 8
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 1
Event Object: 0
AVP: l=134 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=128 t=CableLabs-RTCP-Data(93): PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0,
PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0,
PC/RJI=0\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\0
00\000\000\000
CableLabs-RTCP-Data: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0,
PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: Unknown (22)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 9
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 1
Event Object: 0
AVP: l=134 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=128 t=CableLabs-RTCP-Data(93): PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0,
PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0,
PC/RJI=0\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\0
00\000\000\000
CableLabs-RTCP-Data: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0,
PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: QoS_Release (8)
Element Type: CMS (1)
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Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 10
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Upstream(1)
CableLabs-Flow-Direction: Upstream (1)
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: QoS_Release (8)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 11
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=12 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=6 t=CableLabs-SF-ID(30): 0
CableLabs-SF-ID: 0
AVP: l=10 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=4 t=CableLabs-Flow-Direction(50): Downstream(2)
CableLabs-Flow-Direction: Downstream (2)
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: Call_Disconnect (16)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 12
Event Time: 20080602221731.000
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Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 1
Event Object: 0
AVP: l=14 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=8 t=CableLabs-Call-Termination-Cause(11):
Source Document: BAF (0x0001)
Event Object: 16
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
Event Message Type: Signaling_Stop (2)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 13
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-Related-Call-Billing-Correlation-ID(13):
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
AVP: l=14 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=8 t=CableLabs-Call-Termination-Cause(11):
Source Document: BAF (0x0001)
Event Object: 16
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: Call_Disconnect (16)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 14
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
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.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 1
Event Object: 0
AVP: l=14 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=8 t=CableLabs-Call-Termination-Cause(11):
Source Document: BAF (0x0001)
Event Object: 16
AVP: l=84 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=78 t=CableLabs-Event-Message(1):
Event Message Version ID: 4
BCID
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 2
Event Message Type: Signaling_Stop (2)
Element Type: CMS (1)
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Sequence Number: 15
Event Time: 20080602221731.000
Status: 0x00000008
.... .... .... .... .... .... .... ..00 = Status: No Error
(0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... .0.. = Event Origin: Trusted
Element (0x00000000)
.... .... .... .... .... .... .... 1... = Event Message Proxied:
Proxied (0x00000001)
Priority: 128
Attribute Count: 2
Event Object: 0
AVP: l=32 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=26 t=CableLabs-Related-Call-Billing-Correlation-ID(13):
Timestamp: 1212445021
Element ID:
0
Time Zone: DST: 1, Offset: +000000
Event Counter: 1
AVP: l=14 t=Vendor-Specific(26) v=CableLabs(4491)
VSA: l=8 t=CableLabs-Call-Termination-Cause(11):
Source Document: BAF (0x0001)
Event Object: 16
==========================================================================================
===================
Radius Protocol
Code: Accounting-Response (5)
Packet identifier: 0x0 (0)
Length: 20
Authenticator: 663449DAB02BF4CC5480672195DFFFE0
[This is a response to a request in frame 5]
[Time from request: 0.063580000 seconds]
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例2
ここでは、課金レコードにエンドポイント隣接の名前を含めるように SBC が設定されている場合の、
SBC から RADIUS サーバへの要求の例を示します。
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009000100012020203332363331312b30333030
30300000004032303130303532343132313834332e3430370000000880000600
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = Signaling-Start
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 64
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 6
Event_Object = 0
CableLabs-Direction-indicator = 0x0001
Originating
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "SIPPB"
CableLabs-Calling-Party-Number = "
sipp"
CableLabs-Called-Party-Number = "
service"
CableLabs-Routing-Number = "
service"
CableLabs-Attr-87 = 0x0003
Billing type flat rate
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a000100012020203332363331312b30333030
30300000004132303130303532343132313834332e3430370000000880000600
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = Signaling-Start
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 65
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 6
Event_Object = 0
CableLabs-Direction-indicator = 0x0002
Terminating
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "MTA Endpoint"
CableLabs-Calling-Party-Number = "
sipp"
CableLabs-Called-Party-Number = "
service"
CableLabs-Routing-Number = "
service"
CableLabs-Attr-87 = 0x0003
Billing type flat rate
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Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009000700012020203332363331312b30333030
30300000004232303130303532343132313834332e3430370000000880000400
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = QoS-Reserve
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 66
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 4
Event_Object = 0
CableLabs-QoS-Descriptor = 0x000000052020202020202020202020202020202000000001
Status_Bitmask = 5
Service_Class_Name =
QoS_Parameter_Array = 1
resource reserved but not committed
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a000700012020203332363331312b30333030
30300000004332303130303532343132313834332e3430370000000880000400
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = QoS-Reserve
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 67
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 4
Event_Object = 0
CableLabs-QoS-Descriptor = 0x000000052020202020202020202020202020202000000001
Status_Bitmask = 5
Service_Class_Name =
QoS_Parameter_Array = 1
resource reserved but not committed
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

774

OL-19820-10-J

課金サポート

Cisco Unified Border Element（SP Edition）から RADIUS 課金サーバへのイベント メッセージの例

Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009000f00012020203332363331312b30333030
30300000004432303130303532343132313834332e3430370000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = Call-Answer
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 68
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
Event_Object = 0
CableLabs-Charge-Number = "
sipp"
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a000f00012020203332363331312b30333030
30300000004532303130303532343132313834332e3430370000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = Call-Answer
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 69
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Charge-Number = "
service"
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4bfa44732020203332363331312b30333030303000000009
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "SIPPA"
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
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Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009001300012020203332363331312b30333030
30300000004632303130303532343132313834332e3430370000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = QoS-Commit
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 70
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a001300012020203332363331312b30333030
30300000004732303130303532343132313834332e3430370000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = QoS-Commit
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 71
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009001600012020203332363331312b30333030
30300000004832303130303532343132313834332e3430370000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = Media-Statistics
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
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Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 72
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Attr-93 =
0x50533d302c204f533d302c2050523d302c204f523d302c2050443d302c204f443d302c20504c3d302c204a49
3d302c204c413d302c2050432f5250533d302c2050432f524f533d302c2050432f5250523d302c2050432f5250
4c3d302c2050432f524a493d30
RTCP Data:
PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0,
PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a001600012020203332363331312b30333030
30300000004932303130303532343132313834332e3430370000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = Media-Statistics
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 73
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Attr-93 =
0x50533d302c204f533d302c2050523d302c204f523d302c2050443d302c204f443d302c20504c3d302c204a49
3d302c204c413d302c2050432f5250533d302c2050432f524f533d302c2050432f5250523d302c2050432f5250
4c3d302c2050432f524a493d30
RTCP Data:
PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0,
PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009000800012020203332363331312b30333030
30300000004a32303130303532343132313834332e3430370000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = QoS-Release
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 74
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
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Event_Object = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a000800012020203332363331312b30333030
30300000004b32303130303532343132313834332e3430370000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = QoS-Release
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 75
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
Event_Object = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified
Mon May 24 10:43:02 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\372Ds
326311+030000\000\000\000\t"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009001000012020203332363331312b30333030
30300000004c32303130303532343132313834332e3430370000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = Call-Disconnect
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 76
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b30333030303000000009000200012020203332363331312b30333030
30300000004d32303130303532343132313834332e3430370000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
Event_Message_Type = Signaling-Stop
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
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Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 77
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "SIPPB"
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a001000012020203332363331312b30333030
30300000004e32303130303532343132313834332e3430370000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = Call-Disconnect
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 78
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-Event-Message =
0x00044bfa44732020203332363331312b3033303030300000000a000200012020203332363331312b30333030
30300000004f32303130303532343132313834332e3430370000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 10
Event_Message_Type = Signaling-Stop
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 79
Event_Time = 20100524121843.407
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4bfa44732020203332363331312b30333030303000000009
Timestamp = 1274692723
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 9
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "SIPPA"
Acct-Unique-Session-Id = "3479bc93d50898b5"
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Timestamp = 1274712182
Request-Authenticator = Verified

例3
ここでは、課金レコードにエンドポイント アドレッシング情報を含めるように SBC が設定されている
場合の、SBC から RADIUS サーバへの要求の例を示します。
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001000100012020203332363331312b30333030
30300000000032303130303531313135303230382e3936340000000880000600
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = Signaling-Start
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 0
Event_Time = 20100511150208.964
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 6
Event_Object = 0
CableLabs-Direction-indicator = 0x0001
Originating
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "2.0.0.36,5078,UDP,SIPPB"
CableLabs-Calling-Party-Number = "
sipp"
CableLabs-Called-Party-Number = "
service"
CableLabs-Routing-Number = "
service"
CableLabs-Attr-87 = 0x0003
Billing type flat rate
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002000100012020203332363331312b30333030
30300000000132303130303531313135303230382e3936340000000880000600
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = Signaling-Start
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 1
Event_Time = 20100511150208.964
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 6
Event_Object = 0
CableLabs-Direction-indicator = 0x0002
Terminating
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "MTA Endpoint"
CableLabs-Calling-Party-Number = "
sipp"
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CableLabs-Called-Party-Number = "
service"
CableLabs-Routing-Number = "
service"
CableLabs-Attr-87 = 0x0003
Billing type flat rate
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified

Tue May 11 13:25:59 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001000700012020203332363331312b30333030
30300000000232303130303531313135303230392e3037330000000880000400
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = QoS-Reserve
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 2
Event_Time = 20100511150209.073
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 4
Event_Object = 0
CableLabs-QoS-Descriptor = 0x000000052020202020202020202020202020202000000001
Status_Bitmask = 5
Service_Class_Name =
QoS_Parameter_Array = 1
resource reserved but not committed
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002000700012020203332363331312b30333030
30300000000332303130303531313135303230392e3037330000000880000400
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = QoS-Reserve
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 3
Event_Time = 20100511150209.073
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 4
Event_Object = 0
CableLabs-QoS-Descriptor = 0x000000052020202020202020202020202020202000000001
Status_Bitmask = 5
Service_Class_Name =
QoS_Parameter_Array = 1
resource reserved but not committed
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CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598759
Request-Authenticator = Verified
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001000f00012020203332363331312b30333030
30300000000432303130303531313135303230392e3537330000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = Call-Answer
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 4
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
Event_Object = 0
CableLabs-Charge-Number = "
sipp"
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4be947412020203332363331312b30333030303000000002
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002000f00012020203332363331312b30333030
30300000000532303130303531313135303230392e3537330000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = Call-Answer
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 5
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Charge-Number = "
service"
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4be947412020203332363331312b30333030303000000001
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "1.0.0.36,5068,UDP,SIPPA"
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
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Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001001300012020203332363331312b30333030
30300000000632303130303531313135303230392e3537330000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = QoS-Commit
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 6
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002001300012020203332363331312b30333030
30300000000732303130303531313135303230392e3537330000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = QoS-Commit
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 7
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-MTA-UDP-Portnum = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001001600012020203332363331312b30333030
30300000000832303130303531313135303230392e3537330000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
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Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = Media-Statistics
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 8
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Attr-93 =
0x50533d302c204f533d302c2050523d302c204f523d302c2050443d302c204f443d302c20504c3d302c204a49
3d302c204c413d302c2050432f5250533d302c2050432f524f533d302c2050432f5250523d302c2050432f5250
4c3d302c2050432f524a493d30
RTCP Data:
PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0,
PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002001600012020203332363331312b30333030
30300000000932303130303531313135303230392e3537330000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = Media-Statistics
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 9
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Attr-93 =
0x50533d302c204f533d302c2050523d302c204f523d302c2050443d302c204f443d302c20504c3d302c204a49
3d302c204c413d302c2050432f5250533d302c2050432f524f533d302c2050432f5250523d302c2050432f5250
4c3d302c2050432f524a493d30
RTCP Data:
PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0, PC/RPS=0, PC/ROS=0,
PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001000800012020203332363331312b30333030
30300000000a32303130303531313135303230392e3537330000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = QoS-Release
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
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Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 10
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
Event_Object = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0001
Upstream
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002000800012020203332363331312b30333030
30300000000b32303130303531313135303230392e3537330000000880000200
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = QoS-Release
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 11
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 2
Event_Object = 0
CableLabs-SF-ID = 0
CableLabs-Flow-Direction = 0x0002
Downstream
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified
Tue May 11 13:26:00 2010
NAS-IP-Address = 172.18.53.179
Acct-Status-Type = Interim-Update
Acct-Session-Id = "K\351GA
326311+030000\000\000\000\001"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001001000012020203332363331312b30333030
30300000000c32303130303531313135303230392e3537330000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = Call-Disconnect
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 12
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000001000200012020203332363331312b30333030
30300000000d32303130303531313135303230392e3537330000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
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Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
Event_Message_Type = Signaling-Stop
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 13
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4be947412020203332363331312b30333030303000000002
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "2.0.0.36,5078,UDP,SIPPB"
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002001000012020203332363331312b30333030
30300000000e32303130303531313135303230392e3537330000000880000100
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = Call-Disconnect
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 14
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 1
Event_Object = 0
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-Event-Message =
0x00044be947412020203332363331312b30333030303000000002000200012020203332363331312b30333030
30300000000f32303130303531313135303230392e3537330000000880000300
Version_ID = 4
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 2
Event_Message_Type = Signaling-Stop
Element_Type = 1
Element_ID =
32631
Time_Zone = 1+030000
Sequence_Number = 15
Event_Time = 20100511150209.573
Status = 8
Priority = 128
Attribute_Count = 3
Event_Object = 0
CableLabs-Related-Call-Billing-Crl-ID =
0x4be947412020203332363331312b30333030303000000001
Timestamp = 1273579329
Element_ID =
32631
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Time_Zone = 1+030000
Event_Counter = 1
CableLabs-Call-Termination-Cause = 0x000100000010
Cause: Normal call clearing
CableLabs-MTA-Endpoint-Name = "1.0.0.36,5068,UDP,SIPPA"
Acct-Unique-Session-Id = "95a26a97e3e08c3c"
Timestamp = 1273598760
Request-Authenticator = Verified

セキュリティ
『PacketCable 1.5 Event Messages Specification 』には、セキュリティ上、RADIUS プロトコルおよび
IPSec を使用して課金メッセージを送信することが規定されています。

（注）

ACE SBC Release 3.0.00 では、独自の Request Authenticator に基づく RADIUS セキュリティ メカニ
ズムだけがサポートされています。
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第 9 部：Secure Real-Time Transport Protocol
（SRTP）

セキュア メディアおよび SRTP パススルー
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Secure Real-Time Protocol（SRTP）パススルーおよ
びセキュア メディアという 2 つの方式の暗号化データ ストリームをサポートしています。最適な方法
は、SRTP パススルーを使用することで、エンド ポイント自体が暗号化機能を通知できるためです。
セキュア メディア機能は、すべてのコールに対してグローバル レベルでイネーブルで、デフォルトで
ディセーブルです。セキュア メディアがグローバルでオンになっている場合、SBC は、実際のエンド
ポイント機能に関係なく、すべてのエンド ポイントが暗号化データ ストリームを使用することを前提
としています。

Cisco IOS XE Release 2.6 より、シグナリングされないセキュア メディア機能を使用して、コール ア
ドミッション制御（CAC）テーブル エントリ コマンドを使用し、特定のコールと隣接の詳細なレベル
でセキュア メディアを設定できます。

CAC ポリシーを使用して、SRTP パススルーを詳細に設定できます。
暗号化メディア パケットを受け入れるように Cisco Unified Border Element （SP Edition）を設定する
ために使用される方式に関係なく、Cisco Unified Border Element（SP Edition）には、これらのパケッ
トのパススルーを保証するために追加の帯域幅が確保されています。一般的に、メディア ストリーム
の帯域幅は、エンドポイントが使用するコーデックによって決定されます。ただし、メディア スト
リームで暗号化を使用すると、パケット サイズが増加します。経験則として、帯域幅の要求は非暗号
化コーデックよりも 10% 増加します。ただし、この増加は、メディア フロー統計に反映されません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

セキュア メディアおよび SRTP パススルーの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.6

これらの機能は、Cisco ASR 1000 シリーズの集約サービス ルータで導入
されました。

CAC テーブル エントリ コマンドを使用して詳細なレベルで設定できるよ
うに、シグナリングされないセキュア メディア機能が導入されました。
この機能の導入により、グローバル レベルのセキュア メディアの設定機
能が廃止されました。
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内容

Cisco IOS XE Release
3.1S
Cisco IOS XE Release
3.4S

SRTP と RTP 間のインターワーキングおよび SRTP パススルー機能が追加
されました。

RTP で多重化された RTCP と SSRC ベースの多重化の SRTP のサポート
機能が追加されました。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「セキュア メディアおよび SRTP パススルーの前提条件」（P.792）
• 「セキュア メディアの制約事項」（P.792）
• 「セキュア メディアについて」（P.793）
• 「SRTP パススルーについて」（P.794）
• 「SRTP と RTP 間のインターワーキングおよび SRTP パススルーについて」（P.797）
• 「グローバル レベルでのセキュア メディアの設定」（P.802）
• 「シグナリングされないセキュア メディアの詳細なレベルでの設定」（P.803）
• 「SRTP パススルーの設定」（P.808）
• 「SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリシーの設定」（P.813）
• 「RTP で多重化された RTCP の SRTP サポート」（P.818）
• 「SRTP による SSRC ベースの多重化のサポート」（P.819）
• 「グローバル セキュア メディアの設定例」（P.819）
• 「シグナリングされない詳細レベルのセキュア メディアの設定例」（P.820）
• 「SRTP パススルーの設定例」（P.822）
• 「SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリシーの設定例」（P.823）

セキュア メディアおよび SRTP パススルーの前提条件
両方の機能を実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。
セキュア メディアおよび SRTP パススルー機能を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）がすでに設定されている必要があります。

セキュア メディアの制約事項
次に、グローバルおよびシグナリングされないセキュア メディアの制約事項を示します。

• この機能をイネーブルにすると、show sbc dbe media-flow-stats コマンドで表示される RTCP 関
連統計が未知のものとして表示されます。
次に、シグナリングされない（詳細レベルの）セキュア メディアの制約事項を示します。

• コールの発信側と着信側の両方が、caller secure-media および callee secure-media コマンドで設
定されている必要があります。コールの 1 つのレッグのみが設定されている場合、コールは失敗し
ます。
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（注）

状況によっては、branch コマンドを、caller または callee コマンドの代用として使用できま
す。branch コマンドはリリース 3.5.0 で導入されました。このコマンドの詳細については、
「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」（P.139）を参照してください。

セキュア メディアについて
一般的に、エンドポイントは、メディア トラフィックが SIP シグナリングを通じて暗号化されている
ことを示します。暗号キーは、セッション記述プロトコル（SDP）を通じて交換されるか、Datagram
Transport Layer Security（DTLS）メカニズムを使用して交換されます。

Cisco IOS XE Release 2.4 および Release 2.5 では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は暗
号化されたメディア（DTLS または Secure RTP（SRTP））を使用するエンドポイントまたは SIP デバ
イスとインターワーキングするものの、エンドポイントはこれを SIP シグナリングで示しませんでし
た。これら以前のリリースでは、SBC はグローバルにイネーブルにしたセキュア メディアの設定をサ
ポートしていましたが、SBC 上のすべてのコールは SRTP メディアで構成されるものとして扱われて
いました。エンド ポイントが SRTP メディアをシグナリングしない場合でも、メディア ピンホールは、
トラフィックが SRTP であるかのように作成されました。SBE サブモードのグローバル コンフィギュ
レーションでは、エンドポイントが暗号化された SRTP メディアを使用していることを示しています
が、そのように SIP シグナリングを使用して通信やネゴシエーションを行いません。グローバル レベ
ルでこの設定が適用されると、暗号化されていないフローに対してであっても、追加の帯域幅が確保さ
れ、RTP および RTCP チェックと検証はディセーブルになります。
SRTP メディア ストリームのシグナリングを完全にサポートしていない SIP デバイスとインターワーキ
ングする場合、SBC は、メディアが SRTP としてシグナリングされないため、メディアが SRTP であ
ることを事前に確認できません。Cisco IOS XE Release 2.6 以降、シグナリングされないセキュア メ
ディア機能を使用することで、SBC は、SRTP メディアを生成するもののこれを通常の RTP メディア
ストリームとしてシグナリングする SIP デバイスと相互運用できます。
通信するどの SIP デバイスでシグナリングされない SRTP をサポートする必要があるかを知るように
SBC を設定できます。そのような SIP デバイスは常に SRTP メディアを送信すると見なされます。最
低でも、SRTP のサポートが必要な特定の隣接のすべてのデバイスを詳細に設定する必要があります。
詳細なレベルでのセキュア メディアを設定する際、コール アドミッション制御（CAC）テーブル エン
トリ コマンドを使用します。セキュア メディアをグローバルに有効にするのではなく、セキュア メ
ディアを使用するコールと隣接を指定できるため、詳細なレベルの設定を使用することを強く推奨しま
す。シグナリングされないセキュア メディアの詳細なオプションを使用して、追加の帯域幅が割り当
てられ、RTCP 番号のチェックは、CAC の一致条件と一致するコールだけで実行されます。グローバ
ル オプションのように、シグナリングされないセキュア メディアは、デフォルトではディセーブルで
す。

Cisco IOS XE Release 2.6 では、隣接の詳細なレベルでのシグナリングされない SRTP メディアを許可
するように SBC を設定する場合は、次の推奨事項に従ってください。
• 隣接がセキュア コールを許可するために信頼できる場合、security trusted-encrypted または
security trusted-unencrypted コマンドを使用して、発信側と着信側がある両方の隣接を、まず
SRTP パス スルー用に設定します。パススルーであるため、両側を設定する必要があります。これ
は SRTP コールが信頼できる隣接間で許可されるデフォルトです。
• 隣接が信頼できない場合でも、信頼できない隣接の CAC 設定で SRTP パススルーを設定すること
で、その隣接でシグナリングされないセキュア メディアを詳細に設定できます。srtp support コ
マンドを使用し、CAC ポリシーが適用されている隣接で SRTP コールを許可します。
• コールの両方のレッグを設定して、詳細レベルのシグナリングされないセキュア メディアをイ
ネーブルにします。発信側では caller secure-media コマンドを使用し、着信側では callee
secure-media コマンドを使用します。
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SRTP パススルーについて

（注）

状況によっては、branch コマンドを、caller または callee コマンドの代用として使用できま
す。branch コマンドはリリース 3.5.0 で導入されました。このコマンドの詳細については、
「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」（P.139）を参照してください。

設定手順については、「シグナリングされないセキュア メディアの詳細なレベルでの設定」（P.803）を
参照してください。

SRTP パススルーについて
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP シグナリング暗号化の Transport Layer Security
（TLS）および RTP メディア暗号化を提供するための Secure Real-Time Protocol（SRTP）を使用した、
エンドポイント間の SIP コールをサポートしています。ただし、これら 2 つの暗号化メカニズムは同時
に展開することはできず、関連設定で呼び出された必要なコール フローによって変化します。
さらに SRTP パススルー設定を掘り下げる前に、trusted と untrusted および encrypted と unencrypted
の 2 つの概念について理解すると有用です。
「trusted」は、関連隣接がセキュア コールの許可について信頼されていることを意味します。標準 SIP
へのコール：URI が受け入れられます。セキュア SIPS へのコール：URI が受け入れられて、信頼され
ている隣接でルーティングされます（暗号化または非暗号化）。「untrusted 」は、関連隣接がセキュア
コールの搬送について信頼されていないことを意味します。標準 SIP へのコール：URI が受け入れら
れます。セキュア SIPS へのコール：URI が即座に拒否されます。
「encrypted」は関連隣接が SIP シグナリングの TLS を使用していることを意味し、「unencrypted」は
関連隣接が SIP シグナリングの TLS を使用していないことを意味します。

trusted/untrusted と encrypted/unencrypted は、次の 4 つの組み合わせで使用されます。これは、
security コマンドを使用して呼び出されます。
• untrusted-unencrypted：隣接は信頼されず、暗号化されません。隣接は、セキュア SIP コール
（SIPS URI のあるコール）を搬送するために信頼されず、SIP シグナリングの TLS 暗号を使用し
ません。

• untrusted-encrypted：隣接は信頼されず、暗号化されます。隣接は、セキュア SIP コール（SIPS
URI のあるコール）を搬送するために信頼されず、SIP シグナリングの TLS 暗号を使用します。
• trusted-unencrypted：隣接は信頼されていて、暗号化されません。隣接は、セキュア SIP コール
（SIPS URI のあるコール）を搬送するために信頼され、SIP シグナリングの TLS 暗号を使用しま
せん。

• trusted-encrypted：隣接は信頼されていて、暗号化されます。隣接は、セキュア SIP コール
（SIPS URI のあるコール）を搬送するために信頼され、SIP シグナリングの TLS 暗号を使用しま
す。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）が稼動している場合、デフォルトでは、SRTP コールが信
頼されているインターフェイスをパススルーすることができます。

SRTP パススルー機能の条件は次のとおりです。
• SRTP パススルーは、両方のコール レッグに設定されている必要があります。ターゲット隣接が
SRTP パススルーをサポートしていない場合、エラー メッセージ 415（未サポートのメディア タイ
プ）でコールが拒否されます。

• 1 つの隣接からの Invite で受信された「m= .. RTP/SAVP ..」および a="crypto:..." フィールドは、
ターゲット隣接への Invite で渡されます。
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• 「m= ...RTP/SAVP...」は、SBC の SRTP パススルー動作をトリガーするために Invite 内で必要な
フィールドです。
次に、RFC-4568 で説明しているように、エンドポイントからの SRTP Invite および Response コール
フローのサンプルを示します。
オファー側の送信：
v=0
o=sam 2890844526 2890842807 IN IP4 10.47.16.5
s=SRTP Discussion
i=A discussion of Secure RTP
u=http://www.example.com/seminars/srtp.pdf
e=marge@example.com (Marge Simpson)
c=IN IP4 168.2.17.12
t=2873397496 2873404696
m=audio 49170 RTP/SAVP 0
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
inline:WVNfX19zZW1jdGwgKCkgewkyMjA7fQp9CnVubGVz|2^20|1:4
FEC_ORDER=FEC_SRTP
a=crypto:2 F8_128_HMAC_SHA1_80
inline:MTIzNDU2Nzg5QUJDREUwMTIzNDU2Nzg5QUJjZGVm|2^20|1:4;
inline:QUJjZGVmMTIzNDU2Nzg5QUJDREUwMTIzNDU2Nzg5|2^20|2:4
FEC_ORDER=FEC_SRTP

アンサー側の応答：
v=0
o=jill 25690844 8070842634 IN IP4 10.47.16.5
s=SRTP Discussion
i=A discussion of Secure RTP
u=http://www.example.com/seminars/srtp.pdf
e=homer@example.com (Homer Simpson)
c=IN IP4 168.2.17.11
t=2873397526 2873405696
m=audio 32640 RTP/SAVP 0
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
inline:PS1uQCVeeCFCanVmcjkpPywjNWhcYD0mXXtxaVBR|2^20|1:4
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図 1 は、SRTP パス スルー コール フローを示します。
図 1

SRTP パススルー コール フロー
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SRTP パススルー機能は、新しいコール アドミッション制御（CAC）エントリ変数である「srtp
transport」をアドミッション コントロール テーブル内で定義します。「srtp transport」変数を設定する
と、CAC ポリシーに隣接のポリシーを「allowed（許可）」、「disallowed（不許可）」、または「trust
only（信頼だけ）」に設定するオプションがあります。
SRTP パススルーを使用するコールは、ポリシーによって指定された隣接上で許可されます。ポリシー
が競合する場合、「disallowed」が「allowed」を無効にし、「allowed」が「trusted-only」を無効にし
ます。CAC ポリシーを設定して「srtp transport」変数を定義しない場合、CAC ポリシーでは
「trusted-only」のデフォルト値をとって、信頼されているエンドポイント間の SRTP コールを制限しま
す。
詳細については、隣接 CAC ポリシーを設定する srtp support コマンドを参照してください。このコマ
ンドの no 形式は、「srtp support」変数を「trusted-only」に設定します。show sbc sbe cac-policy-set
table entry コマンドは、「SRTP Transport」フィールドを表示し、また隣接のポリシーが SRTP トラン
スポートに対して許可、不許可、信頼だけのいずれかであるのかを表示するように変更されます。

SRTP パススルーを許可し、次のような特定のセキュリティ ポリシングの設定を許可するように CAC
ポリシーを設定できます。

• 指定隣接でのセキュア コールの回避
• 指定隣接を通じて送信されるすべてのメディアが安全であることの保証
• セキュア ストリームが安全な SIP 隣接を通じてシグナリングされていることの保証。
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SRTP と RTP 間のインターワーキングおよび SRTP パスス
ルーについて
Secure Real-Time Transport Protocol（RTP）と Real-time Transport Protocol （RTP）間のインター
ワーキングは、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ上のセッション ボーダー
コントローラ（SBC）サービスでサポートされます。
システム管理者は、SRTP と RTP 間のインターワーキングを設定し、自身のネットワークが他のネッ
トワークと通信できるようにし、セキュリティをネットワークに追加できます。SRTP と RTP 間のイ
ンターワーキングを使用すると、SRTP を使用するネットワークが、RTP を使用するネットワークから
のコールを受け付けることができます。

SRTP と RTP 間のインターワーキング機能は、両方のタイプのネットワーク（SRTP ネットワークと
RTP ネットワーク）の間でデータ ストリームを暗号化および復号化する機能を SBC に提供します。
SRTP と RTP 間のインターワーキングは、ユーザネットワーク インターフェイス（UNI）とユーザと
ネットワーク間インターフェイス（NNI）の両方に配置できます。

サポートされている機能
SRTP と RTP 間のインターワーキングの次の機能が SBC によってサポートされます。
• SBC で生成される SRTP 暗号化および復号化キー。
• 発信側と着信側の両方の CAC ポリシーが SRTP をサポートしている場合、SRTP パススルー、終
了、再発信用の設定可能なポリシー。

• H.248 による分散 DBE モードの SRTP と RTP 間のインターワーキング。
• さまざまな SRTP プリファレンスとポリシー設定に対する SBC のコール処理を確認するための情
報が格納された PD ログ。（暗号キーは PD ログに表示されません）。
• SRTP ストリームのステートフル スイッチオーバー（SSO）。

CAC ポリシーは、次の種類の RTP と SRTP 間のインターワーキングをサポートできます。
• RTP-only
• SRTP-only
• SRTP-optional
• SRTP-prefer

CAC ポリシーが SRTP-only を使用する場合
• その CAC ポリシーに関連付けられたすべてのメディア ストリームが SRTP を使用します。SRTP
ストリームは、ピアの隣接が SRTP をサポートする場合、エンド ツー エンドです。ピアの隣接が
SRTP をサポートしていないか、ポリシーの設定が終端と再発信に設定されている場合、SBC は必
要な SRTP 暗号化および復号化を実行します。
• SBC は受信 RTP を拒否し、適切な応答コードを送信します。

CAC ポリシーが RTP-only を使用する場合
• その CAC ポリシーに関連付けられたすべてのメディア ストリームが RTP を使用します。RTP ス
トリームは、ピアの隣接が SRTP を義務付けていない場合、エンド ツー エンドです。ピアの隣接
が SRTP を義務付けている場合、SBC は RTP と SRTP 間のインターワーキングを実行します。
• SBC は受信 SRTP を拒否し、適切な応答コードを送信します。
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CAC ポリシーが SRTP-optional を使用する場合
• SRTP-optional は着信コールのネゴシエーションごとです。
• SBC は、着信 RTP および着信 SRTP のコールを受け入れます。
• 着信側 CAC ポリシーが SRTP-only を使用していない限り、RTP と RTP 間のインターワーキング
は不要です。

• 着信側 CAC ポリシーが RTP-only を使用しているか、ポリシー設でパススルー モードが禁止され
ていない限り、着信 SRTP コールで SRTP 暗号化は不要です。

CAC ポリシーが SRTP-prefer を使用する場合
• SBC は、エンドポイントからの RTP または SRTP オファーを受け入れます。
• SBC は、エンドポイントに、受信オファーが RTP または SRTP の場合、SRTP を提供します。
次の SRTP と RTP の統計情報が収集され、グローバル レベルおよび隣接レベルの show コマンドで表
示できます。

• 要求された RTP が原因で拒否されたコール数
• 要求された SRTP が原因で拒否されたコール数
• SRTP パススルーを使用するコール数
• RTP と SRTP 間のインターワーキングを実行するコール数
• RTP を使用するコール数
• SRTP を使用するコール数

SIP SRTP オファー再試行機能
srtp {branch | callee | caller} retry rtp コマンドを使用して SIP SRTP オファー再試行機能が設定され
ており、前の SRTP（RTP/SAVP）オファーに対する応答として 415 または 488 のリジェクト エラー
コードが生成される場合、SBC は RTP（RTP/AVP）を使用してオファーを再発行します。これによ
り、SBC はコール レッグで SRTP を設定し、SRTP がサポートされていない場合に RTP にダウング
レードを試みることができます。

（注）

415 および 488 のエラー コードは、汎用エラーです。SRTP オファー再試行機能を設定すると、SBC
は 415 および 488 のエラー コードの原因が最初の RTP/SAVP オファーにあると解釈します。

SRTP オファーへのダウングレードした応答
srtp {branch | callee | caller} response downgrade コマンドを使用すると、SBC は RTP/AVP 応答を
RTP/SAVP オファーに対する応答として送信し、メディアのセキュリティをダウングレードできます。
たとえば、SRTP インターワーキングが CAC ポリシーで設定されておらず、発信側が RTP/SAVP を提
供し、着信側が RTP/AVP で応答した場合、このコマンドにより SBC は、コールを拒否する代わりに
RTP/AVP への応答ダウングレードできます。
ダウングレードを設定しない場合、SBC はオファー / アンサー プロトコルに厳密に準拠し、サポート
されていない RTP/SAVP オファーを拒否します。
これは、標準でない手順であり、広くサポートされていません。SBC は、SRTP ダウングレード応答の
受信を常にサポートしていますが、このダウングレード フラグが設定されている場合だけダウング
レード応答を送信します。
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RTP への SRTP フォールバックの場合、次の両方のケースで、全体的な側ごとの SRTP ポリシーおよ
び RTP-SRTP インター ワーキング ポリシーに従います。
• ポリシーで RTP がまったく許可されていない場合、SBC はフォールバックを試みません。
• ポリシーで RTP-SRTP インターワーキングが許可されていない場合、SBC は応答側でフォール
バックを許可しますが、SBC が提供側でもダウングレードできる場合に限ります。

SBC による SRTP の処理方法
STRP ポリシーの振る舞いは、次のコマンドがどのように設定されているかによって異なります。
• srtp branch forbid | mandate | allow | prefer
• srtp caller forbid | mandate | allow | prefer
• srtp callee forbid | mandate | allow | prefer
• srtp media interworking forbid | allow
• srtp interworking forbid | allow
これらのコマンドの設定は次のように定義されます。

• forbid：SRTP はコールの発信側または着信側でサポートされません。
• mandate：SRTP はコールの発信側または着信側で必須です。
• allow：SRTP はコールの発信側または着信側で任意です。
• prefer：この隣接では SRTP が優先されます。RTP および SRTP の両方が受信で許可されますが、
送信では SRTP のみが提供されます。prefer オプションがコールの提供側で設定された場合、
allow と同様に機能します。prefer オプションがコールの応答側に設定され、RTP または SRTP を
選択できる場合、SRTP が提供されます。

SRTP ポリシー パススルー テーブル
次の表に、コールの両側の SRTP ポリシーの設定に基づく SBC の動作を示します。
表 1 に、SRTP ポリシーがある場合に、SBC による、RTP として提供されたストリームの SRTP パス
スルー タイプの選択方法を示します。
表 1

SRTP ポリシーがある場合の SBC による RTP オファーの処理

SRTP ポリシー

SRTP パススルー タイプ

提供側

応答側

不可能なインターワーキン
グ

可能なインターワーキング

mandate

*

拒否

拒否

forbid

mandate

拒否

RTP-SRTP

forbid

forbid

RTP-RTP

RTP-RTP

forbid

allow

RTP-RTP

RTP-RTP

forbid

prefer

RTP-RTP

RTP-SRTP

allow/prefer

mandate

拒否

RTP-SRTP

allow/prefer

forbid

RTP-RTP

RTP-RTP
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表 1

SRTP ポリシーがある場合の SBC による RTP オファーの処理 （続き）

SRTP ポリシー

SRTP パススルー タイプ

提供側

応答側

不可能なインターワーキン
グ

可能なインターワーキング

allow/prefer

allow

RTP-RTP

RTP-RTP

allow/prefer

prefer

RTP-RTP

RTP-SRTP

表 2 に、SBC による、SRTP として提供されたストリームの SRTP パススルー タイプの選択方法を示
します。
表 2

SRTP オファーに対する SBC の SRTP ポリシーの処理

SRTP ポリシー

SRTP パススルー タイプ

提供側

応答側

インターワーキング
なし
ダウングレードなし

可能なインターワー
キング

ダウングレード
可能

forbid

mandate

拒否

拒否

RTP-SRTP

forbid

forbid

拒否

拒否

RTP-RTP

forbid

allow

拒否

拒否

RTP-RTP

forbid

prefer

拒否

拒否

RTP-SRTP

mandate

mandate

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

mandate

forbid

拒否

SRTP-RTP

拒否

mandate

allow/prefer

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

allow/prefer

mandate

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

allow/prefer

forbid

拒否

SRTP-RTP

allow/prefer

allow/prefer

SRTP-SRTP

SRTP-SRTP

RTP-RTP（3）
SRTP-SRTP

表 3 に、SBC が SRTP オファーへの応答として SIP 415 または SIP 488 の拒否コードを受け取り、
SRTP を RTP として再試行する機能が設定されている場合に、SBC が SRTP パス スルー タイプを選択
する方法を示します。
表 3

SRTP を RTP として再試行する場合の、RTP 拒否に対する SBC の SRTP ポリシーの処理

SRTP ポリシー

SRTP パススルー タイプ

提供側

応答側

不可能なインターワーキン
グ

可能なインターワーキング

*

mandate

拒否

拒否

mandate

allow/prefer

SRTP-RTP

拒否

allow/prefer

allow/prefer

SRTP-RTP

RTP-RTP

表 4 に、SRTP オファーに対して RTP のダウングレード応答を受け取った場合に SBC が SRTP パスス
ルー タイプを選択する方法を示します。
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SRTP と RTP 間のインターワーキングおよび SRTP パススルーについて

表 4

SRTP から RTP へのダウングレード応答に対する SBC の SRTP ポリシーの処理

SRTP ポリシー

SRTP パススルー タイプ

提供側

応答側

不可能なインターワーキン
グ

可能なインターワーキング

*

mandate

コール失敗

コール失敗

mandate

allow/prefer

SRTP-RTP

コール失敗

allow/prefer

allow/prefer

SRTP-RTP

RTP-RTP

制約事項
SRTP と RTP 間のインターワーキングおよび SRTP パススルーには次の制約事項があります。
• PacketCable イベント メッセージは、SRTP/RTP インターワーキング コールおよび SRTP パスス
ルー コールに課金し続けますが、課金は SRTP が一方または両方のコール レッグで使用されたこ
とを示すわけではありません。

• レイトとアーリー間のインターワーキングと SRTP と RTP 間のインターワーキングでは、SBC は
生成された SDP オファーの SRTP をサポートしません。コールが RTP-RTP コールであるように強
制されます。これが設定されているコール ポリシーに違反する場合、イベントが記録され、コー
ルは設定に失敗します。

• コールに複数のストリーム（SDP に複数の m= 行）がある場合、各ストリームは別のパススルー
タイプである場合があります。特定のストリームが満たされない場合、コールは拒否されます。複
数のストリームと異なるパススルー タイプを持つコールは、次の場合に発生することがあります。

– RTP および SRTP ストリームの組み合わせを含むオファーを受信した場合。
– 応答が SRTP ストリームから RTP ストリームのサブセットにダウングレードした場合。
– 一部のストリームがインターワーキングを必要とし、他のストリームは必要としない場合。
• SRTP 機能は H.248 でシグナリングされないため、SBC によって自動的に検出できません。この
機能は、SBC に手動で設定する必要があります。
• SBC による MG の選択では、MG がサポートするクリプト スイートに基づく MG の選択は行われ
ません。

• SBC では、ユーザがコールごとに個別の SRTP セッション パラメータを設定することはできませ
ん。

• SBC の SRTP 機能は、シグナリングされない SRTP と連動しません。
• SBC では、SIP フォーキング応答を受信すると SRTP コールが失敗します。
• レイトとアーリー間のインターワーキングは SRTP をサポートしません。
• H.323 と SIP 間のインターワーキングは SRTP をサポートしません。
• SBC は、RTP-SRTP コールで、RFC5027 セキュリティ プレコンディション シグナリングを終端
できません。

• SBC は SRTP コールの市内電話転送をサポートしていません。
• SBC は現在 AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 クリプト スイートのみをサポートします。
• SBC は自身が生成するマスター キーを更新しません。
• SBC はパケット使用数に達するとマスター キー ローテーションを再ネゴシエートしません
（RFC3711 で規定）。
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• トランス コーダが SRTP をサポートしない場合（MGX など）、SBC は SRTP-SRTP コールを許可
しません。SBC は、トランスコーダのいずれの側でも 2 つのメディア ゲート上の SRTP-RTP イン
ターワーキングを実行できません。

• RTP-SRTP および SRTP-RTP コールはサードパーティのトランスコーダでトランスコードできま
す。その場合、トランスコーダ RTP を介するメディアとインターワーキングは、SRTP エンドポ
イントに最も近い側の SBC で行われます。
「SRTP と RTP 間のインターワーキングのため
RTP と SRTP 間のインターワーキングを設定するには、
の CAC ポリシーの設定」（P.813）および「SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリ
シーの設定例」（P.823）を参照してください。

SRTP 用に更新されたこの既存のコマンドを使用して、指定した送信元隣接のポリシー障害の統計情報
を表示できます。
show sbc sbe call-stats src-adjacency
SRTP 用に更新されたこの既存のコマンドを使用して、SBE 上のすべてのコールを表示できます。
show sbc sbe calls srtp-iw

グローバル レベルでのセキュア メディアの設定
（注）

CAC テーブル エントリ コマンドを使用して詳細なレベルでセキュア メディアを設定できるように、
シグナリングされないセキュア メディア機能が Cisco IOS XE Release 2.6 に導入されました。この機
能の導入により、グローバル レベルのセキュア メディアの設定機能が廃止されました。リリース 2.6
よりも前のリリースからアップグレードする場合は、「シグナリングされないセキュア メディアの詳細
なレベルでの設定」（P.803）に記載されている手順を参照してください。
セキュア メディアをグローバルに設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. secure-media
5. end

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

802

OL-19820-11-J

セキュア メディアおよび SRTP パススルー
シグナリングされないセキュア メディアの詳細なレベルでの設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

secure-media

例：
Router(config-sbc-sbe)# secure-media

ステップ 5

すべてのメディア フローを暗号化メディア フローとして
扱うように SBC を設定します。これにより、DTLS や
SRTP パケットなどのメディア パケットで SBC をパスス
ルーすることができるようになります。

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

シグナリングされないセキュア メディアの詳細なレベルでの
設定
シグナリングされないセキュア メディアをイネーブルにするように設定された CAC ポリシーを使用
し、両方の隣接および両方のコール レッグを詳細なレベルで設定するには、次の手順を実行します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. security [untrusted | trusted-encrypted | untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]
6. exit
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7. adjacency {sip | h323} adjacency-name
8. security [untrusted | trusted-encrypted | untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]
9. exit
10. cac-policy-set policy-set-id
11. first-cac-table table-name
12. cac-table table-name
13. table-type limit list of limit tables
14. entry entry-id
15. match-value key
16. srtp support [allow | disallow | trusted-only]
17. caller secure-media
18. callee secure-media
19. action {cac-complete | next-table goto-table-name}
20. exit
21. complete
22. exit
23. active-cac-policy-set policy-set-id
24. end
25. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set [id [table name [entry id]] | active [table name [entry id ]]]
[detail]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：

この例では、発信側の SIP 隣接（名前は「client」）を設定
します。また、SBE SIP 隣接のモード（別名隣接 SIP モー
ド）を開始します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip client
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

security [untrusted | trusted-encrypted |
untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]

SIP 隣接でトランスポートレベルのセキュリティ（TLS）
を設定します。

例：

詳細レベルのセキュア メディアでは、信頼できる隣接を
trusted-encrypted または trusted-unencrypted として設定し
ます。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security
trusted-encrypted

trusted は、隣接がセキュアな SIP コール（SIPS URI を使
用したコール）を搬送することが信頼されることを意味し
ます。encrypted は、隣接が SIP シグナリングに TLS 暗号
化を使用することを意味します。unencrypted は、SIP シ
グナリングで TLS 暗号化を使用しないことを意味します。
（注）

ステップ 6

この隣接が untrusted の場合、ステップ ～ を省略
します。CAC ポリシー テーブルで信頼できない隣
接を設定する必要があります。

SBE SIP 隣接モードを終了して、SBE モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：

この例では、着信側の SIP 隣接（名前は「server」）を設定
します。また、SBE SIP 隣接のモード（別名隣接 SIP モー
ド）を開始します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip server

ステップ 8

security [untrusted | trusted-encrypted |
untrusted-encrypted | trusted-unencrypted]

SIP 隣接でトランスポートレベルのセキュリティ（TLS）
を設定します。

例：

詳細レベルのセキュア メディアでは、信頼できる隣接を
trusted-encrypted または trusted-unencrypted として設定し
ます。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# security
trusted-unencrypted

trusted は、隣接がセキュアな SIP コール（SIPS URI を使
用したコール）を搬送することが信頼されることを意味し
ます。encrypted は、隣接が SIP シグナリングに TLS 暗号
化を使用することを意味します。unencrypted は、SIP シ
グナリングで TLS 暗号化を使用しないことを意味します。
（注）

ステップ 9

この隣接が untrusted の場合、ステップ ～ を省略
します。CAC ポリシー テーブルで信頼できない隣
接を設定する必要があります。

SBE SIP 隣接モードを終了して、SBE モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 10 cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。範囲は 1 ～ 2147483647 です。
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コマンドまたはアクション
ステップ 11 first-cac-table table-name
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table testSecure

目的
処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーのアプリケーションを開始するには、
使用される最初のテーブルを定義する必要があります。

table-name：最初に処理すべきアドミッション コントロー
ル テーブル。

ステップ 12

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

ステップ 13 table-type limit list of limit tables

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。
table-name：アドミッション コントロール テーブル名。
エントリを一致させるのに使用される基準を入力する新規

CAC 制限テーブルを設定します。
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit all

list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。
• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
ステップ 14 entry entry-id
例：

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 15 match-value key

CAC 制限テーブル タイプにあるエントリの照合値を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value call-update

ステップ 16 srtp support [allow | disallow | trusted-only]

隣接が untrusted であり、細かいレベルでセキュア メディ
アを使用する場合、この手順を設定する必要があります。
srtp support allow を使用して設定すると、CAC ポリシー
例：
を適用する信頼できない隣接で
SRTP コールが許可されま
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
に進みます。
す。
# srtp support allow

CAC テーブル内の srtp support 変数を設定して、ポリシー
が適用されている隣接におけるセキュア メディアの SRTP
パススルーを許可または不許可にします。

• allow：イベントがこの CAC ポリシーと一致する場合
SRTP トランスポートを許可します。
• disallow：イベントがこの CAC ポリシーと一致する
場合 SRTP トランスポートを許可しません。
• trusted-only：イベントがこの CAC ポリシーと一致す
る場合、信頼される隣接（デフォルト）の SRTP トラ
ンスポートを許可します。

SRTP パススルーを使用するコールは、ポリシーによって
指定された隣接上で許可されます。
ステップ 17 caller secure-media

発信側のセキュア メディア コールを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller secure-media

ステップ 18 callee secure-media

着信側のセキュア メディア コールを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee secure-media

ステップ 19 action {cac-complete | next-table
goto-table-name}

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。各エントリは、一
致基準とアクションが必要です。アクションは、トランス
ポートを受け入れるためのものです。
アクションは次のいずれかです。

• cac-complete：イベントが一致すると、この CAC ポ
リシーが完了します。

• next-table：次の cac テーブル名を指定します。
• goto-table-name：処理する次の CAC テーブルを識別
するテーブル名を指定します（または処理が停止して
いる場合は cac-complete）。
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コマンドまたはアクション
ステップ 20 exit

目的

CAC テーブル エントリ モードを終了し、CAC ポリシー
セット コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 21 complete

フル セットの確定後、CAC-policy セットを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 22 exit

CAC Policy-set コンフィギュレーション モードを終了し、
SBE モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 23 active-cac-policy-set policy-set-id
例：
Router(config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

ステップ 24 end

新規作成された CAC ポリシーをアクティブに設定します。
ポリシーがアクティブの場合、変更することはできなくな
ります。

policy-set-id：アクティブにするポリシー セットを識別し
ます。範囲は 1 ～ 2147483647 です。
SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 25 show sbc name sbe cac-policy-set [id [table
name [entry id]]|active [table name [entry
id]]] [detail]

例：

CAC ポリシー テーブルの特定エントリの詳細な情報を表
示します。この例では、発信側と着信側のシグナリングさ
れないセキュア メディアが含まれます。セキュア メディ
ア コールの両方の隣接に対するセキュリティ
trusted-unencrypted が許可されます。

Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
detail

SRTP パススルーの設定
次の手順は、SRTP パススルーを許可するように CAC ポリシーを設定する方法を示します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
7. cac-table table-name
8. table-type limit list of limit tables
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9. entry entry-id
10. match-value key
11. srtp support [allow | disallow | trusted-only]
12. action [cac-complete | next-table | goto-table-name ]
13. exit
14. exit
15. complete
16. exit
17. active-cac-policy-set policy-set-id
18. end
19. show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。範囲は 1 ～ 2147483647 です。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

first-cac-scope scope-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に制限が最初に定義されるべき範囲を設定します。各
CAC ポリシーには、これに適用される範囲があります。
この CAC ポリシーは、コール ベース単位で適用されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope call

scope-name には、次のいずれかの値が指定されます。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベ
ントの制限。

• call：制限が単一コール単位です。
• category：カテゴリ単位の制限。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベントの
制限。

• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベ
ントの制限。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベントの制
限。

• dst-number：同一隣接グループ番号を持つイベント
の制限。

• global：制限がグローバルです（他のオプションと組
み合わせることができません）。

• src-account：同じアカウントからのイベントの制限。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベントの制
限。

• arc-adjacency：同じ隣接からのイベントの制限。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベントの制限。
ステップ 6

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table testSecure

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーのアプリケーションを開始するには、
使用される最初のテーブルを定義する必要があります。

table-name：最初に処理すべきアドミッション コントロー
ル テーブル。

ステップ 7

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。
table-name：アドミッション コントロール テーブル名。
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コマンドまたはアクション
ステップ 8

目的

table-type limit list of limit tables

エントリを一致させるのに使用される基準を入力する新規

CAC 制限テーブルを設定します。
list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit all

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
ステップ 9

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

例：

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 10 match-value key

CAC 制限テーブル タイプにあるエントリの照合値を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value call-update
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ステップ 11 srtp support [allow | disallow | trusted-only]
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp support allow

目的

CAC テーブル内の srtp support 変数を設定して、ポリシー
が適用されている隣接におけるセキュア メディアの SRTP
パススルーを許可または不許可にします。

• allow：イベントがこの CAC ポリシーと一致する場合
SRTP トランスポートを許可します。
• disallow：イベントがこの CAC ポリシーと一致する
場合 SRTP トランスポートを許可しません。
• trusted-only：イベントがこの CAC ポリシーと一致す
る場合、信頼される隣接（デフォルト）の SRTP トラ
ンスポートを許可します。

SRTP パススルーを使用するコールは、ポリシーによって
指定された隣接上で許可されます。ポリシーが競合する場
合、「disallowed 」が「allowed」を無効にし、「allowed」
が「trusted-only」を無効にします。
ステップ 12 action [cac-complete | next-table
goto-table-name]

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

アドミッション コントロール テーブルのこのエントリの
後で実行するアクションを設定します。各エントリは、一
致基準とアクションが必要です。アクションは、トランス
ポートを受け入れるためのものです。
アクションは次のいずれかです。

• cac-complete：イベントが一致すると、この CAC ポ
リシーが完了します。

• next-table：次の cac テーブル名を指定します。
• goto-table-name：処理する次の CAC テーブルを識別
するテーブル名を指定します（または処理が停止して
いる場合は cac-complete）。
ステップ 13 exit

CAC テーブル エントリ サブモードを終了して、cacpolicy
cactable モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 14 exit

cacpolicy cactable サブモードを終了して、cacpolicy モー
ドを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 15 complete

CAC テーブル内のすべてのエントリが設定された後に
CAC ポリシーを完了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 16 exit

cacpolicy サブモードを終了して、SBE モードを開始しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
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目的

ステップ 17 active-cac-policy-set policy-set-id
例：
Router(config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

ステップ 18 end

新規作成された CAC ポリシーをアクティブに設定します。
ポリシーがアクティブの場合、変更することはできなくな
ります。

policy-set-id：アクティブにするポリシー セットを識別し
ます。範囲は 1 ～ 2147483647 です。
SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 19 show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table
name entry entry

「SRTP Transport」フィールドや、SRTP トランスポートに
対して隣接のポリシーが許可されているか、不許可か、ま
たは信頼だけなのかを含む、詳細出力を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table testSecure entry 1

SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリ
シーの設定
RTP と SRTP 間のインターワーキング用にコールの発信側と着信側の CAC ポリシーを設定するには、
次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
コールの発信側の CAC テーブル
6. cac-table table-name

7. table-type limit list of limit tables
（必要に応じてステップ 8 ～ 14 を繰り返します）

8. entry entry-id
9. match-value key
10. srtp support allow
11. action next-table goto-table-name
12. srtp caller forbid | mandate | allow | prefer
13. srtp interworking forbid | allow
14. srtp media interworking forbid | allow
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コールの着信側の CAC テーブル
15. cac-table table-name

16. table-type limit list of limit tables
（必要に応じてステップ 17 ～ 23 を繰り返します）

17. entry entry-id
18. match-value key
19. srtp support allow
20. action cac-complete
21. srtp callee forbid | mandate | allow
22. srtp interworking forbid | allow
23. srtp media interworking forbid | allow
（complete コマンドは、すべてのエントリを設定した後に実行します）

24. complete
25. end
26. show sbc name sbe cac-policy-set id detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 44

ステップ 5

first-cac-table table-name

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、新規ポリシー セットを作
成します。

• policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユー
ザによって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。
どの CAC テーブルを最初に処理するかを指定します。

• table-name：最初に処理するテーブル名。
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table 44
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コマンドまたはアクション

目的

コールの発信側の CAC テーブル
ステップ 6

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 44

• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。

ステップ 7

table-type limit list of limit tables

match-value コマンドで照合するテーブル タイプの制限を
設定します。この例では、次のテーブル タイプを使用しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit src-adjacency

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。

必要なエントリを設定するのに必要な回数だけ、ステップ 8 ～ 14 を繰り返します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

• entry-id：テーブル エントリを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 9

コール アドミッション制御（CAC）制限テーブルにある
エントリの照合値を設定します。

match-value key

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value A

ステップ 10 srtp support allow

• key：イベントの照合に使用するキーワードを指定しま
す。キーの形式は、table-type 制限によって決定され
ます。

SRTP サポートを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp support allow

ステップ 11 action next-table goto-table-name

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。

• goto-table-name：イベントがエントリに一致する場合

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action next-table 45

ステップ 12 srtp caller forbid | mandate | allow | prefer

に処理する次のルーティング テーブルを指定します。
次のいずれかの SRTP 設定を使用して、コールの発信側の
SRTP を設定します。

• forbid：SRTP はコールの発信側でサポートされませ

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp caller forbid

ん。

• mandate：SRTP はコールの発信側で必須です。
• allow：SRTP はコールの発信側で任意です。
• prefer：この隣接では SRTP が優先されます。RTP お
よび SRTP の両方が受信で許可されますが、送信では
SRTP のみが提供されます。
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コマンドまたはアクション
ステップ 13 srtp interworking forbid | allow

目的

SRTP と RTP 間のインターワーキングを設定します。
• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp interworking allow

ステップ 14 srtp media interworking forbid | allow

キングを禁止します。

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー
キングを許可します。

SRTP と RTP 間のメディア インターワーキングを設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp media interworking allow

• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イ
ンターワーキングを禁止します。

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イン
ターワーキングを許可します。

コールの着信側の CAC テーブル
ステップ 15 cac-table table-name
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 45

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。

ステップ 16 table-type limit list of limit tables
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit src-adjacency

match-value コマンドで照合するテーブル タイプの制限を
設定します。この例では、次のテーブル タイプを使用しま
す。

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。

必要なエントリを設定するのに必要な回数だけ、ステップ 17 ～ 23 を繰り返します。
ステップ 17 entry entry-id
例：

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

• entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 18 match-value key
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value A

ステップ 19 srtp support allow

コール アドミッション制御（CAC）制限テーブルにある
エントリの照合値を設定します。

• key：イベントの照合に使用するキーワードを指定しま
す。キーの形式は、table-type 制限によって決定され
ます。

SRTP サポートを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp support allow
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 20 action next-table goto-table-name

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。

• goto-table-name：イベントがエントリに一致する場合

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action next-table 45

ステップ 21 srtp callee forbid | mandate | allow | prefer

に処理する次のルーティング テーブルを指定します。
コールの着信側の SRTP を設定します。

• forbid：SRTP はコールの着信側でサポートされませ
例：

ん。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp callee forbid

• mandate：SRTP はコールの着信側で必須です。
• allow：SRTP はコールの着信側で任意です。
• prefer：この隣接では SRTP が優先されます。RTP お
よび SRTP の両方が受信で許可されますが、送信では
SRTP のみが提供されます。

ステップ 22 srtp interworking forbid | allow

SRTP と RTP 間のインターワーキングを設定します。
• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー

例：

キングを禁止します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp interworking allow

ステップ 23 srtp media interworking forbid | allow

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー
キングを許可します。

SRTP と RTP 間のメディア インターワーキングを設定しま
す。

• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イ

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp media interworking allow

ンターワーキングを禁止します。

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イン
ターワーキングを許可します。

complete コマンドは、すべてのエントリを設定した後にのみ実行します。
ステップ 24 complete

すべてのエントリを入力した後に CAC-policy を完了しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# complete
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RTP で多重化された RTCP の SRTP サポート

コマンドまたはアクション
ステップ 25 end

目的
コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

ステップ 26 show sbc name sbe cac-policy-set id detail

CAC ポリシー テーブルの特定エントリ ID の詳細な情報を
表示します。この例では、SRTP-RTP インターワーキング
のデフォルト値を表示します。次に例を示します。

例：
Router# show sbc SBC1 sbe cac-policy-set 1
detail

Caller SRTP support:
Callee SRTP support:
SRTP Interworking:
SRTP media Interworking:

Inherit
Inherit
Inherit
Inherit

(default)
(default)
(default)
(default)

RTP で多重化された RTCP の SRTP サポート
以前のリリースでは、SBC はそれぞれ異なる UDP チャネル上で送信された受信 RTP および RTCP ス
トリームを処理できました。リリース 3.4S から、SBC は、RTP ストリームに多重化され 1 つの UDP
チャネルを介して送信された RTCP ストリームも処理できます。SBC は、RTCP と RTP のストリーム
を、各ストリームのペイロード形式を調べることで区別します。これは、SRTP ストリームに多重化さ
れた SRTCP ストリームにも適用されます。

（注）

RFC 5761 は、RTP ストリームに多重化された RTCP ストリームについて規定しています。同じ原則が
SRTCP および SRTP に適用されます。
この機能は、SBC を通してリンクされた RTP ベースおよび SRTP ベースのエンド ポイントのインター
ワーキングのサポートの拡張です。Cisco TelePresence System は RTP ベースのエンドポイントの例
で、Cisco Umi TelePresence は SRTP ベースのエンドポイントの例です。この機能の導入により、SBC
は Cisco TelePresence System から受信する RTP ストリームに多重化された RTCP ストリームを処理し
ます。同様に、SBC は、Cisco Umi TelePresence からの SRTP ストリームに多重化された SRTCP スト
リームを識別し、正常に処理します。
デフォルトでは、RTP ストリームに多重化された RTCP ストリームの検出は SBC でディセーブルに
なっています。次の項で説明する手順を実行して、この機能をイネーブルにできます。

RTP に多重化された RTCP の検出の設定
この作業は、RTP ストリームに多重化された RTCP ストリーム検出の設定方法について説明します。

（注）

同じ手順を、SRTP ストリームに多重化された SRTCP ストリームの検出を設定するために使用できま
す。
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SRTP による SSRC ベースの多重化のサポート

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. rtcp-mux
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc MySbc

ステップ 3

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

rtcp-mux

RTP ストリームに多重化された RTCP ストリームの検出を
イネーブルにします。

例：

デフォルトでは、この機能はディセーブルになっていま
す。

Router(config-sbc-sbe)# rtcp-mux

SRTP による SSRC ベースの多重化のサポート
Cisco TelePresence System などの SBC エンドポイントは、1 つの UDP チャネルに同じタイプ（音声
またはビデオ）の RTP ストリームを多重化します。単一の送信元から送信された個別の RTP ストリー
ムを区別するために、RTP ストリームの 32 ビット同期ソース（SSRC）フィールドを使用します。
SRTP ベースまたは RTP ベースのエンドポイントが単一の UDP チャネル上で多重化されたストリーム
を送信する場合、チャネルは複数のストリームが含まれ、各ストリームに独自の SSRC フィールドが
あります。以前のリリースでは、SBC は UDP チャネルの単一 SSRC フィールドのみをサポートできま
した。したがって、SBC は多重化された SRTP と RTP を送信するエンドポイントのインターワーキン
グをサポートできませんでした。リリース 3.4S から、SBC は多重化された SRTP または RTP スト
リーム内の複数の SSRC フィールドを処理できます。RTP に多重化された RTCP の SRTP サポートと
ともに、この機能は、RTP ベースおよび SRTP ベースのエンドポイントのインターワーキングを強化
します。

グローバル セキュア メディアの設定例
この項では、セキュア メディア パススルー機能のサンプル設定を提供します。
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シグナリングされない詳細レベルのセキュア メディアの設定例

Router# configure
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# secure-media
Router(config-sbc-sbe)# end

シグナリングされない詳細レベルのセキュア メディアの設定
例
次の設定例は、クライアントとサーバの SIP 隣接を「security trusted-unencrypted」に設定し、CAC
テーブル エントリ 1 を発信側と着信側の両方でセキュア メディア用に設定する方法を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
...
cac-policy-set 2
first-cac-table 1
cac-table 1
table-type limit all
entry 1
match-value call-update
caller secure-media
callee secure-media
action cac-complete
exit
complete
exit
active-cac-policy-set 2
adjacency sip client
nat force-off
security trusted-unencrypted
signaling-address ipv4 10.10.100.110
signaling-port 9060
remote-address ipv4 10.10.100.10 255.255.255.255
signaling-peer 10.10.100.10
signaling-peer-port 9060
attach
adjacency sip server
nat force-off
security trusted-unencrypted
signaling-address ipv4 10.10.100.110
signaling-port 9070
remote-address ipv4 10.10.100.10 255.255.255.255
signaling-peer 10.10.100.10
signaling-peer-port 9070
attach

次に、CAC ポリシー テーブル中の信頼されない隣接に対して srtp support allow コマンドを使用する
ことで、隣接が untrusted の場合に、詳細レベルのシグナリングされないセキュア メディアを設定する
例を示します。
...
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シグナリングされない詳細レベルのセキュア メディアの設定例

cac-policy-set 2
first-cac-table 1
cac-table 1
table-type limit all
entry 1
match-value call-update
srtp support allow
caller secure-media
callee secure-media
action cac-complete
exit
complete
exit
active-cac-policy-set 2

次に、CAC ポリシー セット 2 に関する詳細な情報を表示し、発信側と着信側でセキュア メディアを設
定する方法を示します。
Router# show sbc asr sbe cac-policy-set 2 detail
SBC Service "asr"
CAC Policy Set 2
Active policy set: Yes
Description:
Averaging period: 60 sec
First CAC table: 1
First CAC scope: global
First CAC prefix length: 4294967256
Table name: 1
Description:
Table type: policy-set

Total call failures: 0

Entry 1
CAC scope:
CAC scope prefix length: 0
Action: CAC complete
Number of calls rejected: 0
Max calls per scope:
Unlimited
Max call rate per scope: Unlimited
Max in-call rate:
Unlimited
Max out-call rate:
Unlimited
Max reg. per scope:
Unlimited
Max reg. rate per scope: Unlimited
Max channels per scope: Unlimited
Max updates per scope:
Unlimited
Early media:
Allowed
Early media direction:
Both
Early media timeout:
None
Transcoder per scope:
Allowed
Callee Bandwidth-Field: None
Caller Bandwidth-Field: None
Media bypass:
Allowed
Renegotiate Strategy:
Delta
Max bandwidth per scope:
Unlimited
SRTP Transport:
Trusted-Only (by default)
Caller hold setting:
Standard
Callee hold setting:
Standard
Caller privacy setting:
Never hide
Callee privacy setting:
Never hide
Caller voice QoS profile:
Default
Callee voice QoS profile:
Default
Caller video QoS profile:
Default
Callee video QoS profile:
Default
Caller sig QoS profile:
Default
Callee sig QoS profile:
Default
Caller inbound SDP policy:
None
Callee inbound SDP policy:
None
Caller outbound SDP policy:
None
Callee outbound SDP policy:
None
Caller media disabled:
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SRTP パススルーの設定例

Strip All Answer
Callee media disabled:
Strip All Offer
Caller unsignaled secure media: Allowed
Callee unsignaled secure media: Allowed
Caller tel-event payload type:
Default
Callee tel-event payload type:
Default
Media flag:
Ignore bandwidth-fields (b=), Telephone Event Interworking
Restrict codecs to list:
Default
Restrict caller codecs to list: Default
Restrict callee codecs to list: Default
Maximum Call Duration:
Unlimited

次に、着信側の SIP 隣接「server」の詳細情報の一部を示します。セキュリティ trusted-unencrypted が
設定されていることが示されています。
Router# show sbc asr sbe adjacencies server detail
SBC Service "asr"
Adjacency server (SIP)
Status:
[snip]
Security:
[snip]

Attached
Trusted-Unencrypted

SRTP パススルーの設定例
次に、
「srtp transport」変数が隣接の CAC ポリシー セット 1 テーブルに設定されていて、SRTP パスス
ルーを許可する設定を示します。
sbc SBE-NODE2-SBE1
sbe
cac-policy-set 1
first-cac-scope global
first-cac-table STANDARD-LIST-BY-ACCOUNT
cac-table STANDARD-LIST-BY-ACCOUNT
table-type limit dst-account
entry 1
media-bypass-forbid
match-value SIP-CUSTOMER-1
max-num-calls 100
max-call-rate 20
max-bandwidth 1000000 bps
callee-privacy never
srtp support allow
action cac-complete
exit
entry 2
match-value SIP-CUSTOMER-2
max-num-calls 100
max-call-rate 20
max-bandwidth 1000000 bps
transcode-deny
max-regs 500
action cac-complete
exit
exit
complete
active-call-policy-set 1
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SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリシーの設定例

次に、CAC ポリシー セット 100 のテーブル CAC1 内のエントリを表示し、ポリシーが適用されている
隣接で SRTP パススルーを許可するように SRTP トランスポート変数が設定された例を示します。
Router# show sbc SBC1 sbe cac-policy-set 100 table CAC1 entry 1000
SBC Service "SBC1"
Policy set 100 table CAC1 entry 1000
Match value
src-adjacency
Action
CAC policy complete
Max calls
Unlimited
Max call rate
100
Max registrations
Unlimited
Max reg. rate
Unlimited
Max bandwidth
Unlimited
Max channels
Unlimited
Transcoder
Allowed
Caller privacy setting
Never hide
Callee privacy setting
Never hide
Early media
Allowed
Early media direction
Both
Early media timeout
0
Restrict codecs to list
default
Media bypass
Allowed
Number of calls rejected by this entry
0
SRTP Transport
Allowed

SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリ
シーの設定例
次の例は、RTP と SRTP 間のインターワーキング用にコールの発信側と着信側の CAC ポリシーを設定
する方法の詳細を示します。特定の設定を持つ複数のエントリが指定されます。
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SRTP と RTP 間のインターワーキングのための CAC ポリシーの設定例

図 2 は、この例で match-value コマンドで使用する隣接関係を示します。
図 2

隣接 A、B、C、および D の例

㞄᥋ B
ࡇࡢࢥ࣮ࣝ ࣞࢵࢢࡢ RTP

SBC
㞄᥋ A
ࡇࡢࢥ࣮ࣝ ࣞࢵࢢࡢ RTP

NNI 㞄᥋ C
ࡇࡢࢥ࣮ࣝ ࣞࢵࢢࡢ SRTP

208216

㞄᥋ D
ࡇࡢࢥ࣮ࣝ ࣞࢵࢢࡢ SRTP

configure terminal
sbc SBC1
sbe
cac-policy-set 44
first-cac-table 44
cac-table 44
table-type limit src-adjacency
entry 1
match-value A
srtp support allow
action next-table 45
srtp caller forbid
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
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entry 2
match-value B
srtp support allow
action next-table 45
srtp caller forbid
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
entry 3
match-value C
srtp support allow
action next-table 45
srtp caller mandate
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
entry 4
match-value D
srtp support allow
action next-table 45
srtp caller mandate
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
cac-table 45
table-type limit dst-adjacency
entry 1
match-value A
srtp support allow
action cac-complete
srtp callee forbid
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
entry 2
match-value B
srtp support allow
action cac-complete
srtp callee forbid
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
entry 3
match-value C
srtp support allow
action cac-complete
srtp callee mandate
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
entry 4
match-value D
srtp support allow
action cac-complete
srtp callee mandate
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
complete
end
show sbc sbc1 sbe cac-policy-set 44 detail
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QoS の実装（マーキング）
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、インテグレータがデータ パス上の IP パケットをマー
キングするために設定する Quality of Service （QoS）プロファイルをサポートします。IP パケットの
マーキングは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、次のコンテキストで使用されます。
• メディア パケットの Real-Time Transport Protocol（RTP）および Real-Time Control Protocol
（RTCP）マーキングをコール単位の範囲に基づいて設定。
• 音声サービスの Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コードポイント）マーキング
および IP precedence/Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）マーキングのサポート。
• メディア パケットが送信されるコールの分岐先（発信側または着信側）に応じた、メディア パ
ケットの固有のマーキング。

• Session Initiation Packet（SIP）リソース プライオリティ ヘッダーに基づくシグナリングおよびメ
ディア パケット マーキングのサポート。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

QoS の実装（マーキング）の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
3.3S
Cisco IOS XE Release
3.4S

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。
フロー統計情報拡張機能が、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに導入され
ました。

QoS 境界機能が、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに導入されました。上
記の行に記載されているフロー統計情報拡張機能は、QoS 境界機能の一部
です。
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内容

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「QoS の実装の前提条件」（P.830）
• 「QoS の実装に関する情報」（P.830）
• 「QoS の実装方法」（P.830）
• 「QoS 境界の実装」（P.839）
• 「QoS プロファイルの設定例」（P.852）

QoS の実装の前提条件
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で QoS を設定するための前提条件を示します。
事前に Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定してから QoS を実装してください。

QoS の実装に関する情報
Cisco Unified Border Element（SP Edition）に QoS マーキングを実装するには、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）にいくつかの QoS プロファイルを設定し、設定したプロファイルに固有の名前
を付けます。この QoS プロファイルは、パケットのマーキング専用に使用されます。
各 QoS プロファイルには、次の排他的なパラメータが含まれています。

• QoS と一致したパケットのマーキングに使用する 6 ビットの DSCP 値。
• QoS と一致したパケットのマーキングに使用する 3 ビットの IP precedence 値および 4 ビットの
ToS 値。

（注）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）に事前設定されているデフォルトの QoS プロファイルは、
変更することも削除することもできません。ユーザが QoS プロファイルを定義しない場合は、デフォ
ルトの QoS プロファイルがパケットのマーキングに使用されます。
QoS シグナリング プロファイルは、現在 SIP シグナリングのみでサポートされています。

QoS の実装方法
Cisco Unified Border Element（SP Edition）に QoS マーキングを実装するには、次に示す手順に従っ
てください。

• QoS プロファイルの設定
• CAC を使用した QoS プロファイルの選択
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QoS の実装方法

QoS プロファイルの設定
次のタスクでは、QoS と一致したパケットのマーキングに IP precedence 値の 1 および ToS 値の 12 を
使用するシグナリング QoS プロファイルの設定を行います。

（注）

QoS シグナリング プロファイルは、現在 SIP シグナリングのみでサポートされています。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. qos sig name
5. marking type
6. ip precedence value
7. ip tos value
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)#

ステップ 3

SBC サービス内で Signaling Border Element（SBE）エン
ティティのモードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)#

ステップ 4

QoS プロファイルを設定するモードを開始します。name
パラメータには既存の QoS プロファイルの名前を指定する
必要があります。ストリング「default」は予約されていま

qos sig name

例：
Router(config-sbc-sbe)# qos sig residential
Router(config-sbc-sbe-qos-sig)#

す。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

marking type

QoS ポリシーがパケットのマーキングに DSCP 値を使用す
るか、IP precedence と ToS 値を使用するか、あるいは
マーキングをしないかを指定します。type は次のいずれか
です。

例：
Router(config-sbc-sbe-qos-sig)# marking
ip-precedence

• dscp
• ip-precedence
• passthrough：パケットをマーキングしない QoS ポリ
シーを作成します。
このコマンドの no 形式を使用すると、QoS ポリシーが削
除されます。

ステップ 6

例：

指定した QoS プロファイルに属する IP パケットのマーキ
ングに使用する IP precedence を設定します。IP
precedence 値の範囲は 0 ～ 7 です。

Router(config-sbc-sbe-qos-sig)#
ip precedence 1

このコマンドの no 形式を使用すると、デフォルトの IP
precedence 値は 0 に設定されます。

ip precedence value

（注）

ステップ 7

ip tos value

例：
Router(config-sbc-sbe-qos-sig)#
ip tos 12

パケットをマーキングするように QoS プロファイ
ルが設定されている場合は、DSCP 値が優先されま
す。

指定した QoS プロファイルに属する IP パケットのマーキ
ングに使用する IP ToS を設定します。value パラメータは
ビット フィールドです。次の 1 ビットまたは複数ビットの
論理和がとられます。

• 8：遅延の最小化
• 4：スループットの最大化
• 2：信頼性の最大化
• 1：金銭面コストの最小化

SIP Resource-Priority ヘッダーの分析
Resource-Priority ヘッダーストリングを持つ SIP パケットを次の SBC プライオリティ値にマッピング
するように、Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定できます。
• Routine
• Priority
• Immediate
• Flash
• Flash override
• Critical

Call Admission Control（CAC; コール アドミッション制御）は割り当てられたプライオリティ値を使
用して QoS プロファイルを選択します。
次のタスクでは、Resource-Priority ヘッダーストリング「dsn.flash」を持つ SIP パケットに対し、プ
ライオリティ値「flash」を割り当てるように Cisco Unified Border Element （SP Edition）を設定しま
す。
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手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service name
3. sbe
4. resource-priority-set name
5. resource-priority string value
6. priority priority-value
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始し

sbe

ます。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

resource-priority-set name

例：

SIP Resource-Priority ヘッダーストリングを SBC プラ
イオリティ値にマッピングするためのモードを開始しま
す。

Router(config-sbc-sbe)# resource-priority-set dsn

ステップ 5

resource-priority string value

Resource-Priority ヘッダーストリングのプライオリ
ティを設定するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rsrc-pri-set)#
resource-priority dsn.flash

ステップ 6

priority priority-value

Resource-Priority ヘッダーストリングの SBC プライオ
リティ値を設定します。

例：

SBC プライオリティ値は次のいずれかにする必要があ

Router(config-sbc-sbe-rsrc-pri)# priority flash

ります。

• routine
• priority
• immediate
• flash
• flash-override
• critical

SIP 隣接のリソース プライオリティ セットの設定
次のタスクでは、resource-priority-set「dsn」を使用するように、SIP 隣接「SipToIsp42」を設定しま
す。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service name
3. sbe
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4. adjacency sip adjacency-name
5. resource-priority-set name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name 引数を使用して、SBC の名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

指定したリソース プライオリティ セットで使用する SIP
隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SipToIsp42

ステップ 5

resource-priority-set name

指定したリソース プライオリティ セットで使用する SIP
隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
resource-priority-set dsn

CAC を使用した QoS プロファイルの選択
次のタスクでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）から元の発信側に送信されるパケットに
対し、音声 QoS プロファイル enterprise を使用するように、アカウント cisco からのコールを設定しま
す。

（注）

このコマンドは、コール単位だけで実行できます。その他の範囲でこのコマンドを実行した場合、
CAC ポリシーはアクティブになりません。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
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5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
7. cac-table table-name
8. table-type limit list of limit tables
9. entry entry-id
10. match-value key
11. caller-voice-qos-profile profile-name
12. caller-video-qos-profile profile-name
13. caller-sig-qos-profile profile name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま

例：

す。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内でコール アドミッション制御（CAC）
ポリシー セット コンフィギュレーション モードを開始し
ます。必要に応じて新しいポリシー セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

first-cac-scope scope-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。

例：

scope-name 引数には制限が最初に定義されるべき範囲を

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope call

設定します。有効な値は次のとおりです。

• adj-group
• call
• dst-account
• dst-adj-group
• dst-adjacency
• dst-number
• global
• src-account
• src-adj-group
• arc-adjacency

ステップ 6

first-cac-table table-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table MyCacTable

ステップ 7

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するためのモードを開始
します。必要な場合はテーブルを作成します。

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
MyCacTable
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

table-type limit list of limit tables

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC 制限テー
ブルタイプを設定します。

例：

list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit src-account

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
ステップ 9

entry entry-id

例：

アドミッション コントロール テーブルにエントリを設定
するためのモードを開始します。必要に応じてエントリを
作成します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicycactable)# entry 1

ステップ 10 match-value key

アドミッション コントロール テーブルにエントリの照合
値を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cac-table-ent)#
match-value cisco

ステップ 11 caller-voice-qos-profile profile-name

元の発信側に送信される音声メディア パケットに使用する
QoS プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycac-table-ent)# caller-voice-qos-profile
enterprise
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 12 caller-video-qos-profile profile-name

元の発信側に送信されるパケットに使用する QoS プロファ
イルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycac-table-ent)# caller-video-qos-profile
enterprise

ステップ 13 caller-sig-qos-profile profile-name

元の発信側に送信されるシグナリング パケットに使用する
QoS プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicycac-table-ent)# caller-sig-qos-profile
enterprise

QoS 境界の実装
ネットワークのコンテキストでは、QoS の境界ポイントはコール品質を測定し、コール品質に影響を
与える問題を解決する機能を提供するネットワーク内の中継点です。次の目標を達成するように SBC
を QoS の境界ポイントとして設定できます。

• ネットワークの問題がコールの品質に影響する場合にアラートを生成します。
• 問題の場所を特定するために使用できる情報を提供します。
• 問題の診断および解決に役立つ統計情報を計算します。
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処理されたコール グループ（または SBC によって処理されるメディア ストリーム）の品質は、パケッ
ト データ パスに沿って次のようなパラメータを測定することで判断できます。

• 送信側から受信側への中継中に失われたメディア パケット
• 受信したメディア パケットのうちドロップされたメディア パケット
• 受信したメディア パケットのジッター
• メディア ストリームのネットワーク遅延
これらの測定値を使用して、SBC は次の QoS 統計情報を計算できます。

• 平均ローカル メディア パケット ジッター
ローカル メディア パケット ジッターの定義については、RFC 3550 を参照してください。

• 平均リモート メディア パケット ジッター
リモート メディア パケット ジッターの定義については、RFC 3550 を参照してください。

• 平均ラウンド トリップ遅延
• 会話品質の平均オピニオン評点、推定される（MOS-CQE）スコア

MOS-CQE スコアは、前述の統計情報の概要を提供します。MOS-CQE スコアの定義については、
ITU-T 勧告 G.107 および G.113 を参照してください。
（注）

国際電気通信連合（ITU）は、通信規格の開発を調整および支援しています。国際電気通信連
合電気通信標準化部門（ITU-T）は ITU の一部門です。ITU-T によって発行される勧告 G.107
および G.113 では、MOS-CQE スコアとそれを計算するための方法が説明されています。これ
らの勧告の詳細については、ITU-T の Web サイト（http://www.itu.int/ITU-T/index.html）に
アクセスしてください。

勧告 G.107 および G. 113 で定義されているさまざまな係数のうち、次の係数の値を指定できます。

– 隣接単位のレベルで指定するアドバンテージ（A）係数
– コーデック単位のレベルで指定する機器劣化（Ie）係数
– コーデック単位のレベルで指定するパケット損失ロバストネス（Bpl）係数
これらの係数の詳細については、ITU-T の Web サイトを参照してください。

• コールの総数に対する応答されなかったコールの比率

（注）

応答されなかたったコールの比率は、上記測定値からは計算されません。

• 送信されたメディア パケットの総数に対する失われたメディア パケットの比率
• 受信したメディア パケットの総数に対するドロップされたメディア パケットの比率

（注）

保存された QoS 統計データは、RP フェールオーバー後に失われます。
各統計情報について、統計情報の状態を示すために次のアラートを組み合せて設定できます。

• Critical
• Major
• Minor
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各アラートについて、最小（low）値と最大（upper）値を指定します。上限値がコール品質に対する
悪影響を示す統計情報の場合、前のアラート レベルの上限を超えるとアラートが変化します。次の例
は、この動作を示しています。
ローカル メディア パケット ジッター統計情報に対して次のアラートレベルを指定します。

• Major Low アラート レベル：60
• Major Upper アラート レベル：70
• Critical Low アラート レベル：71
• Critical Upper アラート レベル：80
ローカル メディア パケット ジッターの値が高い場合、コール品質への悪影響を示します。この統計情
報が監視されている間、統計情報の値が増加し 80 を超えると、アラート レベルが Critical に変化しま
す。対照的に、値が減少して、60 を下回ると、アラートは Normal に変化します。値が減少している
が、60 を下回らない場合、アラート レベルは Major のままになります。

（注）

アラート レベルの変化に応じて SNMP トラップを生成するように SBC を設定できます。
その逆も同様で、MOS-CQE スコアに当てはまります。以前に表示されているアラート レベルが
MOS-CQE スコアに指定されている場合、指定された Minor Upper アラート レベルを超える
MOS-CQE スコアは Normal と分類されます。Critical Low アラート レベルよりも低い値は、統計情報
が Critical 状態であることを示します。
統計情報を測定する必要がある次の間隔を指定できます。これらは移動平均統計情報であるため、指定
した時間間隔の境界を超えて突然値が変化することはありません。

• 現在の 5 分間：現在の 5 分間の統計情報
• 現在の 15 分間：現在の 15 分間の統計情報
• 現在の時間：現在の 60 分間の統計情報
• 現在の日：午前零時から始まる当日の統計情報、
• 無期限：最後の明示的なリセット以降の期間の統計情報
ここでは、QoS 統計情報を計算するために SBC を設定する手順について説明します。保存された QoS
統計データは、RP のフェールオーバー後に失われることに注意してください。

• 「ローカル ジッター比率計算の設定」（P.841）
• 「G.107 係数の設定」（P.844）
• 「MOS-CQE スコアの計算の設定」（P.847）
• 「QoS 統計情報のアラート レベルの設定」（P.849）
• 「QoS 統計情報の SNMP 通知の設定」（P.851）

ローカル ジッター比率計算の設定
Cisco IOS XE Release 3.3S よりも前は、メディア パケット フォワーダ（MPF）は、発信側と着信側の
間で交換された送信側レポート（SR）と受信側レポート（RR）を使用してメディア ストリームに対す
る独自の測定を実行していました。その後、QoS 関連の情報がメディア ストリームに渡されました。
ローカル ジッターは、MPF でプロセッサを大量に使用する処理である、パケット到着間隔の追跡が必
要なため、計算されませんでした。
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Cisco IOS XE Release 3.3S から、SBC は、送信元隣接または宛先隣接などの基準に一致するコールの
割合を追跡することによってローカル ジッターを計算するように設定できます。ローカル ジッターは

RFC 3550 で規定された方法で計算されます。計算は RTP ストリームと SRTP ストリームの両方につ
いて行われます。
ここでは、SBC がローカル ジッター比率を計算する必要があるコールのパーセンテージを指定する方
法について説明します。この作業は、MOS-CQE スコアの計算の前提条件の 1 つです。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. local-jitter-ratio call-percentage
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 adj1

SBE SIP 隣接のモードまたは SBE H.323 隣接のモードのど
ちらを設定するかを指定します。
• adjacency-name：SIP 隣接または H.323 隣接の名前を
指定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

local-jitter-ratio call-percentage

ローカル ジッター比率を計算するために使用する必要があ
るコールの割合を指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)#
local-jitter-ratio 205

• call-percentage：コールの割合を指定します。値は 0
～ 1000 の範囲の整数で表されます。たとえば、
call-percentage の値として 205 を入力すると、SBC
はコールの 20.5% を使用してローカル ジッターを測定
します。
ジッターを計算すると MPF のパフォーマンスが低下する
ため、デフォルト値は 0 です。値が 0 の場合、ジッター比
率と、MOS-CQE は隣接に対して計算されません。

ステップ 6

SBE H.323 隣接モードを終了し、特権 EXEC モードを開

end

始します。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した隣接の詳細を表示します。出力には、ローカル
ジッター比率も含まれます。

例：
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies h323adj
detail

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドを使用して隣接の詳細を表示する例を示します。出力
には、call-percentage パラメータの値も含まれます。
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies adj1 detail
SBC Service "mySbc"
Adjacency adj1 (H.323)
Status:
Attached
Signaling address: 1.0.0.3:1720 (default)
Signaling-peer: 40.40.40.4:1720 (default)
Admin Domain: None
Account:
Media passthrough: Yes
Group:
Hunting triggers: Global Triggers
Hunting mode: Global Mode
Technology Prefix:
H245 Tunnelling: Enabled
Fast-Slow Interworking: None
Trust-level: Untrusted
Call-security: Insecure
Realm: None
Warrant Match-Order: None
Local Jitter Ratio: 205/1000
Calc Moscqe: 0/1000
G107A factor: 0
H225 address block: Disabled (default)
H225 address usage: h323id (default)
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G.107 係数の設定
アドバンテージ（A）係数、機器劣化（Ie）係数、およびパケット損失ロバストネス（Bpl）係数は、
MOS-CQE スコアの計算に使用されます。Cisco IOS XE Release 3.4S から、これらの係数の値を指定
できます。
ここでは、アドバンテージ係数、機器劣化係数、およびパケット損失ロバストネス係数を設定する方法
について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. g107a-factor factor-number
6. exit
7. codec system sys-codec id payload-id
8. g107 ie factor-number
9. g107 bpl factor-number
10. end
11. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
12. show sbc sbc-name sbe codecs name codec-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービス モードを開始します。
• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

例：

SBE SIP 隣接のモードまたは SBE H.323 隣接のモードのど
ちらを設定するかを指定します。
• adjacency-name：SIP 隣接または H.323 隣接の名前。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 adj1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

g107a-factor factor-number

アドバンテージ係数を設定します。

• factor-number：アドバンテージ係数の値。範囲は 0 ～
20 です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# g107a-factor
10

ステップ 6

デフォルト値は 0 です。このデフォルト値の意義について
は、勧告 G.107 を参照してください。

SBE H.323 隣接モードまたは SBE SIP 隣接モードを終了
し、SBE エンティティ モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe)# exit

ステップ 7

codec system sys-codec id payload-id

コーデック定義モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec system PCMU id 0

ステップ 8

g107 ie factor-number

機器劣化係数を設定します。

• factor-number：機器劣化係数の値。範囲は 0 ～ 50 で
例：

す。

Router(config-sbc-sbe-codec-def)# g107 ie 20

さまざまなコーデックに設定可能な値については、勧告

G.113 の付録 I を参照してください。カスタム コーデック
がある場合、コーデックによって導入された劣化に最も一
致する値を設定できます。
デフォルト値は 0 です。このデフォルト値の意義について
は、勧告 G.113 の付録 I を参照してください。
ステップ 9

g107 bpl factor-number

パケット損失ロバストネス係数を設定します。

• factor-number パケット損失ロバストネス計数の値を 1
～ 40 の範囲で指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# g107 bpl 30

さまざまなコーデックに設定可能な値については、勧告

G.113 の付録 I を参照してください。カスタム コーデック
がある場合、コーデックのパケット損失ロバストネス係数
に最も一致する値を設定できます。
デフォルト値は 1 です。このデフォルト値の意義について
は、勧告 G.113 の付録 I を参照してください。
ステップ 10 end

コーデック定義モードを終了し、特権 EXEC モードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# end
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe adjacencies

指定した隣接の詳細を表示します。出力にはアドバンテー
ジ係数に設定された値が含まれます。

adjacency-name detail

例：
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies h323adj
detail

ステップ 12 show sbc sbc-name sbe codecs name codec-name
例：

指定したコーデックの詳細を表示します。出力には、機器
劣化係数とパケット損失ロバストネス係数の値が含まれま
す。

Router#show sbc Mysbc sbe codecs name PCMU

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドを使用して指定した隣接の詳細を表示する例を示しま
す。出力にはアドバンテージ係数の値が含まれます。
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies adj1 detail
SBC Service "mySbc"
Adjacency adj1 (H.323)
Status: Attached
Signaling address: 1.0.0.3:1720 (default)
Signaling-peer: 40.40.40.4:1720 (default)
Admin Domain: None
Account:
Media passthrough: Yes
Group:
Hunting triggers: Global Triggers
Hunting mode: Global Mode
Technology Prefix:
H245 Tunnelling: Enabled
Fast-Slow Interworking: None
Trust-level: Untrusted
Call-security: Insecure
Realm: None
Warrant Match-Order: None
Local Jitter Ratio: 1000/1000
Calc Moscqe: 305/1000
G107A factor: 10
H225 address block: Disabled (default)
H225 address usage: h323id (default)

次に、show sbc sbe codecs name codec コマンドを使用して指定したコーデックの詳細を表示する例を
示します。出力には、機器劣化係数とパケット損失ロバストネス係数の値が含まれます。
Router# show sbc mySbc sbe codecs name PCMU
codec_name
static_payload_id
codec_type
clock_rate
packet_time
bandwidth
sample_size
num_channels
max_fpp
media_type
g107 bpl
g107 ie
options

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

PCMU
0
sample
8000
10
64000
8
1
20
audio
40
50
transcode, inband-dtmf
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MOS-CQE スコアの計算の設定
ここでは、ターゲットの MOS-CQE スコアを設定する手順について説明します。
次に、MOS-CQE スコアの計算の前提条件を示します。

• 「ローカル ジッター比率計算の設定」（P.841）の手順を実行すること。ローカル ジッター比率の計
算の設定は任意であることに注意してください。この手順を実行しない場合、ローカル ジッター
を計算するためのコールのパーセンテージに設定されたデフォルト値を使用して MOS-CQE スコ
アが計算されます。

• 「G.107 係数の設定」（P.844）の手順を実行すること。G.107 係数の設定は任意であることに注意し
てください。この手順を実行しない場合、係数に対して設定されたデフォルト値を使用して
MOS-CQE スコアが計算されます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. calc-moscqe call-percentage
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency {sip | h323} adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードまたは SBE H.323 隣接のモードのど
ちらを設定するかを指定します。
• adjacency-name：SIP 隣接または H.323 隣接の名前。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency h323 adj1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

calc-moscqe call-percentage

MOS-CQE スコアの計算に使用されるコールの割合を指定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# calc-moscqe
305

• call-percentage：コールの割合。範囲は 0 ～ 1000 で
す。たとえば、call-percentage の値として 305 を入力
すると、SBC はコールの 30.5% を使用して
MOS-CQE スコアを計算します。
デフォルト値は 0 です。値が 0 の場合、MOS-CQE スコア
は計算されません。MOS-CQE スコアはローカル ジッター
比率にも依存することに注意してください。「ローカル
ジッター比率計算の設定」（P.841）で説明する手順を実行
しない場合、MOS-CQE スコアは計算されません。

ステップ 6

SBE SIP 隣接モードまたは SBE H.323 隣接モードを終了
し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定した隣接の詳細を表示します。出力には、
call-percentage パラメータに設定された値も含まれます。

• sbc-name：SBC の名前。

例：
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies h323adj
detail

• adjacency-name：隣接名。

次に、show sbc sbe adjacencies detail コマンドを使用して指定した隣接の詳細を表示する例を示しま
す。出力には、call-percentage パラメータの値も含まれます。
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies adj1 detail
SBC Service "mySbc"
Adjacency adj1 (H.323)
Status: Attached
Signaling address: 1.0.0.3:1720 (default)
Signaling-peer: 40.40.40.4:1720 (default)
Admin Domain: None
Account:
Media passthrough: Yes
Group:
Hunting triggers: Global Triggers
Hunting mode: Global Mode
Technology Prefix:
H245 Tunnelling: Enabled
Fast-Slow Interworking: None
Trust-level: Untrusted
Call-security: Insecure
Realm: None
Warrant Match-Order: None
Local Jitter Ratio: 1000/1000
Calc Moscqe: 305/1000
G107A factor: 0
H225 address block: Disabled (default)
H225 address usage: h323id (default)
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（注）

show sbc sbe call-stats per-adjacency コマンドを実行して、SBC によって計算された MOS-CQE ス
コアを表示できます。このコマンドの出力例は、この章の後半で提供されます。

QoS 統計情報のアラート レベルの設定
ここでは、QoS 統計情報のアラート レベルを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. statistics {lcl-jit | mos-cqe | mpd-pct | mpl-pct | rmt-jit | rtd | ucr}
5. currenthour {adjacency adjacency-name {critical low value upper value | major low value upper
value [critical low value upper value] | minor low value upper value [[critical low value upper
value] | [major low value upper value [critical low value upper value]]]} | default {critical low
value upper value | major low value upper value [critical low value upper value] | minor low
value upper value [[critical low value upper value] | [major low value upper value [critical low
value upper value]]]}}

（注）

要件に応じて、currenthour の代わりに、current15mins、currentday、または
currentindefinite を使用できます。統計データを監視する間隔は実行するコマンドによって異
なります。構文は、これらすべてのコマンドで同じです。これらのコマンドが適用される間隔
は、「QoS 境界の実装」（P.839）の最初で説明します。

6. end
7. show sbc sbc-name sbe call-stats per-adjacency adjacency-name period
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。

sbc sbc-name

• sbc-name：SBC の名前。
例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

sbe

SBE コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

statistics {lcl-jit | mos-cqe | mpd-pct |
mpl-pct | rmt-jit | rtd | ucr}

アラート レベルを設定する統計情報を指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# statistics lcl-jit

次のいずれかの統計情報を指定できます。

• lcl-jit：平均ローカル メディア パケット ジッターを指
定します。

• mos-cqe：MOS-CQE スコアを指定します。
• mpd-pct：受信したメディア パケットの総数に対する
ドロップされたメディア パケットの比率を指定しま
す。

• mpl-pct：送信されたメディア パケットの総数に対す
る失われたメディア パケットの比率を指定します。

• rmt-jit：平均リモート メディア パケット ジッターを
指定します。

• rtd：平均ラウンド トリップ遅延を指定します。
• ucr：コールの総数に対する応答されなかったコール
の比率を指定します。
ステップ 5

currenthour {adjacency adjacency-name
statistics コマンドで指定された QoS 統計情報について、
{critical low value upper value | major low
次の時間統計データを監視することを指定します。
value upper value [critical low value upper
value] | minor low value upper value [major low （注） 要件に応じて、currenthour の代わりに、
value upper value [critical low value upper
current15mins、currentday、または
value]] } | default {critical low value upper
currentindefinite を使用できます。統計データを
value | major low value upper value [critical
監視する間隔は実行するコマンドによって異なり
low value upper value] | minor low value upper
ます。構文は、これらすべてのコマンドで同じで
value [major low value upper value [critical
low value upper value]] }}
す。これらのコマンドの間隔は、「QoS 境界の実

装」（P.839）の最初で説明します。
例：
Router(config-sbc-sbe-stats)# currenthour
default critical low 30 upper 50

• adjacency：指定した隣接のアラート レベルを設定す
る必要があることを指定します。

• adjacency-name：隣接名。
• critical：Critical アラート レベルの下限および上限を
指定します。

• low：アラート レベルの下限を指定します。
• value：下限または上限の値。
• upper：アラート レベルの上限を指定します。
• major：Major アラート レベルの下限と上限を指定し
ます。

• minor：Minor アラート レベルの下限と上限を指定し
ます。

• default：SBC のすべての隣接についてアラート レベ
ルを設定する必要があることを指定します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

850

OL-19820-11-J

QoS の実装（マーキング）
QoS 境界の実装

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

SBE エンティティ モードを終了し、特権 EXEC モードを
開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe call-stats per-adjacency
adjacency-name period

指定した隣接の QoS 統計情報を表示します。

• sbc-name：SBC の名前。
• adjacency-name：隣接名。
• period：統計情報を表示する必要がある間隔。

例：
Router# show sbc mySbc sbe call-stats
per-adjacency adj1 currentindefinite

次の例では、show sbc sbe call-stats per-adjacency コマンドを使用して、隣接に関するコール統計情
報を表示します（最後の明示的リセット以降）。出力には、QoS の統計も含まれます。
Router# show sbc Mysbc sbe call-stats per-adjacency adj1 currentindefinite
…
Statistics for the current hour for adjacency adj1
Stats Reset Timestamp:
Timestamp when stats for this summary period were reset =
Current count of Media Packets Lost =
Current count of Media Packets Dropped =
Current count of Media Packets Sent =
Current count of Media Packets Received =
Current count of RTCP Packets Sent =
Current count of RTCP Packets Received =
Average Call Duration =
Average of the Unanswered Call Ratio per thousand call =
Average of the Round Trip Delay =
Average of the locally calculated jitter =
Average of the remotely calculated jitter =
Average of the received media dropped per thousand pkts =
Average of the sent media lost per thousand pkts =
Average of Mean Opinion Score =
Current alert level of the Unanswer Seizure Ratio =
Current alert level of the Round Trip Delay =
Current alert level of the locally calculated Jitter =
Current alert level of the remotely calculated Jitter =
Current alert level of the media packet dropped =
Current alert level of the sent packets lost =
Current alert level of the Media Opinion Score =

2011/04/08 04:05:09
0
1
116
116
0
0
21 secs 16 ms
0
0 ms
77 ms
0 ms
8
0
20
NONE
NORMAL
MINOR
NORMAL
MAJOR
NORMAL
MINOR

QoS 統計情報の SNMP 通知の設定
QoS 統計情報の SNMP 通知を設定するには、「SNMP 通知の設定」（P.935）で説明されている手順を
実行し次のコマンドを実行します。
snmp-server enable traps sbc qos-statistics
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QoS プロファイルの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• IP precedence マーキングを使用した QoS 音声プロファイルの設定例
• DSCP マーキングを使用した QoS 音声プロファイルの設定例
• CAC を使用した QoS プロファイルの選択例
• リソース プライオリティ セットを使用した SIP 隣接の設定例

IP precedence マーキングを使用した QoS 音声プロファイルの設定例
次のタスクでは、QoS と一致したパケットのマーキングに IP precedence 値の 1 および ToS 値の 12 を
使用する QoS 音声プロファイルの設定を行います。
configure
sbc mysbc
sbe
qos voice residential
marking ip-precedence
ip precedence 1
ip tos 12

DSCP マーキングを使用した QoS 音声プロファイルの設定例
次のタスクでは、パケットのマーキングに DSCP 値の 10 を使用する QoS 音声プロファイルの設定を
行います。
configure
sbc mysbc
sbe
qos voice residential
marking dscp
dscp 10

CAC を使用した QoS プロファイルの選択例
次のタスクでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）から元の発信側に送信されるパケットに
対し、音声 QoS プロファイル「enterprise」を使用するように、アカウント「cisco」からのコールを
設定します。
configure
sbc mysbc
sbe
cac-policy-set 1
first-cac-scope call
first-cac-table MyCacTable
cac-table MyCacTable
table-type limit src-account
entry 1
match-value cisco
caller-voice-qos-profile enterprise
caller-video-qos-profile enterprise
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sbc mysbc
sbe
cac-policy-set 1
first-cac-scope call
first-cac-table MyCacTable
cac-table MyCacTable
table-type limit src-account
entry 1
match-value cisco
caller-video-qos-profile enterprise
caller-voice-qos-profile enterprise
!
!
!

リソース プライオリティ セットを使用した SIP 隣接の設定例
次に、リソース プライオリティ セットを使用して SIP 隣接を設定する例を示します。
configure
sbc mysbc
sbe
adjacency sip SipToIsp42
resource-priority-set dsn
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トランスコーディングの実装
トランスコーディングは、あるコーデックを使用して符号化されたメディア ストリームを、別のコー
デックを使用して符号化されたメディア ストリームに変換する処理です。たとえば、Pulse Code
Modulation U-law（PCMU）として符号化されたメディア ストリームを ITU-T G.726-32 として符号化
されたメディア ストリームに変換します。
トランスコーディングを設定する主な理由は、外付けのメディア トランスコーディング デバイスを自
動的に検出できない場合に、これらのデバイスの機能を設定するためです。トランスコーダの機能であ
るインバンドの自動検出は、現在サポートされていません。したがって、現行のすべてのリモート ト
ランスコーディング デバイスへの接続はすべて、設定する際にこの手順を実行する必要があります。

（注）

前述の理由が当てはまらない場合は、トランスコーディングの設定をすべて省略できます。
トランスコーディングを設定済みであるかどうかにかかわらず、メディア ゲートウェイは接続が許可
されます。設定エラーを回避できるように、Signaling Border Element（SBE）は、Data Border
Element（DBE）ではなく、かつトランスコーディングが設定されていないメディア ゲートウェイか
らインバウンド接続を受信した場合、警告をログに記録します。

（注）

この機能は、Cisco IOS XE Release 2.5 以降の統合モデルでサポートされます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SBC トランスコーディング実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
3.3S

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズの集約サービス ルータで導入され
ました。
隣接単位の音声トランスコーディング統計情報機能が、Cisco ASR 1000
シリーズ集約サービス ルータに追加されました。
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この章の内容は、次のとおりです。

• 「トランスコーディングの実装の前提条件」（P.858）
• 「トランスコーディングの実装に関する制約事項」（P.858）
• 「メディア ゲートウェイを使用した DTMF インターワーキングの制約事項」（P.859）
• 「トランスコーディングに関する情報」（P.859）
• 「トランスコーディング実装の設定例」（P.869）
• 「検証」（P.871）
• 「隣接単位の音声トランスコーディング統計情報」（P.872）
• 「隣接単位の音声トランスコーディング統計情報機能の設定」（P.872）
• 「メディア ゲートウェイを使用した DTMF インターワーキング」（P.875）

トランスコーディングの実装の前提条件
SBC トランスコーディングを実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。
• これらの機能を実装する前に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がすでに設定されてい
る必要があります。

• 単純なコールの作成に必要な SBE および DBE のすべての設定が、すでに完了済みである必要があ
ります。トランスコーディングの設定は、これらの設定の後に行います。

トランスコーディングの実装に関する制約事項
トランスコーディング機能の実装に関する制約事項は、次のとおりです。

• トランスコーディングが必要な場合、プロシージャをスロー スタートするため、H.323 ファスト
スタート コールが廃棄されます。これは、ファスト スタート要求を拒否した着信側で実現できま
す。

• H.323-SIP インターワーキング コールに対してトランスコーディングはサポートされません。
• H.323-H.323 インターワーキング コールに対してトランスコーディングはサポートされません。
• H.323 トランスコーディングでサポートされるコーデックは、G.711（PCMU および PCMA）と
G.729（Annex B 付加および付加なし）だけです。
• 音声トランスコーディングが作動中の場合、SBC を出入りする RFC 2833 インバンド パケット、
および他のコール レッグ上のアウトオブバンド SIP INFO メッセージまたは SIP NOTIFY リレー
メッセージを含むインターワーキング RFC 2833 パケットの送受信を SBC ではサポートしません。
トランスコーディングを使用する場合、Dual Tone MultiFrequency（DTMF ）インターワーキングの制
約事項は、次のとおりです。

• コールでトランスコーディングが実行されている場合、シグナリングおよびメディア DTMF イン
ターワーキングはサポートされません。
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• 音声トランスコーディングが作動中の場合、SBC を出入りする RFC 2833 インバンド パケット、
および他のコール レッグ上のアウトオブバンド SIP INFO メッセージまたは SIP NOTIFY リレー
メッセージを含むインターワーキング RFC 2833 パケットの送受信を SBC ではサポートしません。

メディア ゲートウェイを使用した DTMF インターワーキン
グの制約事項
次に、メディア ゲートウェイを使用した DTMF インターワーキングの制約事項について説明します。

• SBC は、SIP-SIP コールの場合のみ、Cisco MGX 8880 などのトランスコーダの使用をサポートし
ます。トランスコーダを使用した DTMF インターワーキングは H.323 コールではサポートされま
せん。

• SBC は、DTMF をパススルーできないトランスコーダを使用した DTMF とは相互動作できませ
ん。

• Cisco MGX 8880 がトランスコーダとして使用されていない場合は、SIP-SIP コールだけがサポー
トされます。

トランスコーディングに関する情報
トランスコーディングは、あるコーデックを使用して符号化されたメディア ストリームを、別のコー
デックを使用して符号化されたメディア ストリームに変換する処理です。たとえば、PCMU として符
号化されたメディア ストリームを G.726-32 として符号化されたメディア ストリームに変換します。
トランスコーディングは、外付けの Digital Signal Processor（DSP; デジタル シグナル プロセッサ）
ハードウェアを使用してサポートされます。Cisco MGX 8880 メディア ゲートウェイを使用して、1 つ
または複数の SBC でトランスコーディング機能を提供できます。

SBC がサポートするトランスコーディングは、次の 2 種類です。
• 「拒否後のトランスコーディング」（P.859）
• 「コーデック フィルタリング」（P.862）

拒否後のトランスコーディング
SBC は、コールに対するトランスコーダ サービスの提供が Call Admission Control（CAC; コール ア
ドミッション制御）ポリシー設定によって禁止されない限り、これらのコーデック間でトランスコー
ディングを必要とするコールでトランスコーディング デバイスを自動的に使用させます。トランス
コーディングの必要なコールがセットアップされた場合、SBE は次の段階に沿って進みます。

• 発信側エンドポイントからの初回シグナリング要求を受信します。これを受けて、SBC は、初回
コール セットアップを発着信のローカル メディア ターミネーション ポイントで実行します。次
に、SBC は着信側に向けてセットアップ要求を転送します。

• 着信側エンドポイントから初回要求に受け入れ可能なコーデックがないことを示す応答を受信しま
す。この応答には以下が含まれています。

– 415：サポートされないメディア タイプ（SIP）。
– 488：ここで受け入れできません（SIP）。
– H.245 プロトコルの Terminal Capability Exchange 手続きの間に一般的なコーデックの識別に
失敗する。
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これを受けて、SBC は、着信と発信のローカル メディア ターミネーションの間のメディア パスに
挿入したトランスコーダをコールに使用させます。新規要求が着信側エンドポイントに送信され、
トランスコーダによって生成された新しいコーデック タイプが示されます。

• ここで、SBE は、着信側エンドポイントで受け入れ可能なコーデックを見つけるまで、トランス
コーダでサポートされるコーデックのリストに沿って繰り返し行うことが必要になる場合もありま
す。これを完了すると、コールが接続されメディアの転送が開始されます。
図 1 には、トランスコーダがネットワーク上に配置されている状態で、トランスコーディングが実行
されたコールのメディアが取得したパスを示します。
図 1

トランスコーディング設定

MGX/VXSM
㸦ࢺࣛࣥࢫ ࢥ࣮ࢲ㸧

H.248

AS5300-GW-A

RTP

AS5300-GW-B
SIP/RTP

SIP/RTP

V

㟁ヰ

V

㟁ヰ

SBC
PSTN

PSTN

Fax

Fax
FAX/ࣔࢹ࣒
ࢥ࣮ࣝ ࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢱ

（注）

277334

T1/E1 ISDN ᅇ⥺ T1/E1 ISDN ᅇ⥺

図 1 では 2 つの DBE を示していますが、トランスコーディングは 1 つの DBE でも実現できます。
DBE が 1 つの場合、メディアは DBE を 2 回流れます。1 回めは送信側エンドポイントからトランス
コーダへ向かう途中に、2 回めはそのメディアがトランスコーダから受信側エンドポイントに流れると
きです。

Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントローラ）でトランスコーダをプログラム
する場合は、トランスコーダを登録する必要があります。トランスコーディング デバイスは、H.248
メディア ゲートウェイとして動作するため、接続先の SBE または SBC の IP アドレスおよびポートを
使用して設定する必要があります。SBE または SBC は、H.248 メディア ゲートウェイ コントローラ
として動作します。トランスコーダ デバイスの設定方法の注意事項については、トランスコーダ デバ
イスのマニュアルを参照してください。Cisco MGX 8880 メディア ゲートウェイのマニュアルについ
ては、次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/wan/mgx/software/mgx_r5.0/data/configuration/guide/scg.
html
また、SBE には次の固有の設定が必要です。

• sbe control address ipv4 コマンドおよび sbe control address h248 port コマンドを使用して、
H.248 コントロール アドレスおよびポートを設定する必要があります。デフォルトで SBE はポー
ト 2944 上に存在します。これは、トランスコーダが接続する必要のあるアドレスおよびポートの
ことです。
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• sbe media-gateway ipv4 コマンドを使用して、明示的なメディア ゲートウェイを設定する必要が
あります。明示的なメディア ゲートウェイは、トランスコーダでどのコーデック間の変換が可能
かを SBC で把握するために、定義済みのサポート対象コーデックのリストを用意する必要があり、
さらにトランスコーダとして識別する必要があります（sbe media-gateway ipv4 codecs コマンド
および sbe media-gateway ipv4 transcoder コマンドを使用）。

• show sbc sbe media-gateway-associations コマンドを使用して、トランスコーダが SBE に正しく
登録されたことを確認できます。正しく登録されていれば、トランスコーダが既知のメディア
ゲートウェイのリストに、アクティブなアソシエーションとともに表示されるはずです。
設定手順については、「拒否後のトランスコーディングの設定」（P.862）を参照してください。

VXSM カードを使用したトランスコーディングされたコールのメディア タイムアウトに関す
るトラブルシューティングのヒント
Cisco Voice Switch Service Module（VXSM）カード セットを 1 つ以上装備した Cisco MGX 8880 は、
メディア ゲートウェイとして動作できます。SBC が、H.248 メディア ゲートウェイとして動作するト
ランスコーディング デバイスとして Cisco MGX 8880 を使用するネットワークにおいて、メディア タ
イムアウトが発生したときにトランスコーディングされたコールで正しく動作するようにするには、

VISM カードでの追加設定が必要です。
Cisco MGX 8880 メディア ゲートウェイの VISM カードで、次の手順を実行する必要があります。
ステップ 1

次のコマンドを使用して、RTCP 制御をイネーブルにします。
InteropMGX.4.VXSM.a > cnfdspparam -control 1

ステップ 2

次のコマンドを使用して、RTCP タイマー制御を startRtpOrRtcpPktRcvd に設定します。
InteropMGX.4.VXSM.a >

ステップ 3

cnfdspparam -rtcptm 3

次のコマンドを使用して DSP パラメータのリストを表示し、設定が正しいことを確認します。
InteropMGX.4.VXSM.a > dspdspparam
======================================================
List DSP Parameters
======================================================
SID Payload Type
:
decimal
RTCP Control
:
true
<=== RTCP control enabled
RTCP Interval(milliseconds) :
5000
RTCP Interval Multiplier
:
5
VAD Adaptive
:
false
G.711 PLC
:
none
DTMF Power Level (0.1 dBm)
:
-120
DTMF Power Twist (0.1 dB)
:
0
RTCP Timer Control
:
startRtpOrRtcpPktRcvd <=Timer Control properly set
VQM Control
:
disable
RTCPXR Control
:
enable
RTCPXR Report Frequency
:
1
VQM Default Minimum Gap
:
16
RTCPXR external R factor
:
127
SES Threshold (ms)
:
50
Voice IPIP mode
:
normal
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VISM カードの詳細については、『Cisco Voice Switch Service Module (VXSM) Configuration Guide
Release 5.5』の「VXSM as a Transcoding Gateway」を参照してください。この資料は、次の URL で
入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/wan/mgx/software/mgx_r5.5/voice/vxsm/configuration/gui
de/config5.html

コーデック フィルタリング
SBC を使用して、特定のコーデックをホワイトリストに加えることにより、特定のコール、発信側、
および着信側で使用できるコーデックを制限できます。初期状態では認識されているすべてのコーデッ
クがホワイトリストに入っています。コール、発信側、着信側のコーデック ホワイトリストに存在し
ないコーデックが要求された場合、コールはそのまま続行しますが、オファーおよびメディア ゲート
の設定から禁止されたコーデックは削除されます。
発信側および着信側のコーデック リストをサポートすることにより、SBC は、よりインテリジェント
なトランスコーディングの決定を行うことができます。発信側または着信側のいずれかのエンドポイン
トでのコーデックのサポートを把握している場合は、発信側、着信側、または両方のリストを CAC ポ
リシーに設定するのが適切です。ただし、場合によっては、送信元隣接など、他の考慮事項がコーデッ
クの決定に影響することがあります。この場合は、コール単位のコーデック リストを引き続き使用で
きます。
たとえば、発信側および着信側のコーデック リストを「A と B」に設定した場合、すべてのコールは
コーデック A を使用することになります。ただし、コーデック B だけをサポートする中継ネットワー
ク X（送信元隣接で示されたもの）をコールが通過する場合、ユーザは送信元隣接 X 上で照合する追
加のポリシーを持つことができ、コール単位のコーデック リストを B に設定します。ネットワーク X
を通過するコールは、このときコーデック B の使用を強制されます。
また、許可された各コーデックに対して最低で許容できる最小パケット化時間の値を設定することによ
り、各コーデックの最小パケット化時間を制限することもできます。この制限以下のパケット化時間で
セッションが要求された場合、コールはそのまま続行しますが、SBC はパケット化時間を設定された
最小値まで増やします。
設定手順については、「コーデック フィルタリングのトランスコーディングの設定」（P.865）を参照し
てください。

拒否後のトランスコーディングの設定
この設定領域では、ユーザは、SBE での管理を必要とすることもあるリモート メディア ゲートウェイ
のリストの設定を提供します。トランスコーディングが不要な場合、これは必須ではありません。
トランスコーディングを設定する主な理由は、外付けのメディア トランスコーディング デバイスを自
動的に検出できない場合に、これらのデバイスの機能を設定するためです。トランスコーダの機能であ
るインバンドの自動検出は、現在サポートされていません。したがって、現行のすべてのリモート ト
ランスコーディング デバイスへの接続はすべて、設定する際にこの手順を実行する必要があります。

（注）

前述の理由が当てはまらない場合は、トランスコーディングの設定を省略できます。
デフォルトでは、トランスコーディングを設定済みであるかどうかにかかわらず、メディア ゲート
ウェイは接続が許可されます。設定エラーを回避できるように、SBE は、DBE ではなく、かつトラン
スコーディングが設定されていないメディア ゲートウェイからインバウンド接続を受信した場合、警
告をログに記録します。
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トランスコーディング実装の基本的な手順は、次のとおりです。

1. SBC で H.248 メディア ゲートウェイ コントローラの IP アドレス、ポート、および転送プロトコ
ルを設定します。メディア ゲートウェイ コントローラがすでに設定されている場合、この手順は
必須ではありません。

2. メディア ゲートウェイの IP アドレスを設定します。
3. トランスコードするコーデックを設定します（たとえば、ITU-T G.711 U-law と ITU-T G.729A の
間など）。

4. メディア ゲートウェイをトランスコーダとして指定します。
5. SBE をアクティブにします。
このタスクは、SBC のトランスコーディングを実装します。
設定が完了すると、SBC は、transcode-deny コマンドを使用して、コールに対するトランスコーダ
サービスの提供がコール アドミッション制御（CAC）ポリシー設定によって禁止されない限り、コー
デック間でトランスコーディングを必要とするコールでトランスコーディング デバイスを自動的に使
用させます（「Cisco Unified Border Element（SP Edition）ポリシーの実装」のコール アドミッション
コントロール ポリシー セット、CAC テーブル、およびグローバル CAC ポリシー セットの設定の項を
参照）。

（注）

H.323 隣接設定では、H.323 FastStart のトランスコードされたコールに対して h245-tunnel disable コ
マンドを使用する必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. control address h248 index index-number
5. port port-number
6. ipv4 ipv4_IP_address
7. transport [transport-type]
8. exit
9. media-gateway ipv4 IPv4-IP-address
10. codecs codec-list
11. transcoder
12. exit
13. activate
14. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

control address h248 index index-number

特定の IPv4 H.248 コントロール アドレスを使用するよう
に SBE を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# control address h248
index 0

ステップ 5

port port-number

H.248 通信用の特定の IPv4 H.248 ポートを使用するように
SBE を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# port 2000

ステップ 6

ipv4 ipv4-IP-address

特定の IPv4 H.248 コントロール アドレスを使用するよう
に SBE を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 1.1.1.1

ステップ 7

transport [transport-type]

H.248 通信の転送タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# transport udp

ステップ 8

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# exit

ステップ 9

media-gateway ipv4 IPv4-IP-address

メディア ゲートウェイを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4
10.0.0.1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 codecs codec-list

メディア ゲートウェイでサポートされるコーデックを設定
します。メディア ゲートウェイ コーデック コンフィギュ
レーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg)# codecs m=audio 1234
RTP/AVP 0 18,a=rtpmap:0 PCMU/8000,a=rtpmap:18
G729A/8000

ステップ 11 transcoder

メディア ゲートウェイをトランスコーダのサポートを指定
して設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# transcoder

ステップ 12 exit

メディア ゲートウェイ コーデック コンフィギュレーション
モードから sbe コマンド モードのレベルに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# exit

ステップ 13 activate

SBE アドレス設定がすべて正常にコミットされると、SBC
サービスが開始されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg)# activate

ステップ 14 end

コンフィギュレーション セッションを終了します。

例：
Router(config-sbc)# end

コーデック フィルタリングのトランスコーディングの設定
次に示すように、コーデック フィルタリングのトランスコーディングを設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. media-gateway ipv4 IPv4_IP_address
5. codecs codec-list
6. transcoder
7. exit
8. cac-policy-set
9. first-cac-table
10. cac-table
11. table-type policy-set
12. entry entry-num
13. caller-codec-list list-name
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14. exit
15. exit
16. exit
17. codec-list list-name
18. codec codec-name
19. exit
20. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

media-gateway ipv4 IPv4-IP-address

メディア ゲートウェイを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4
10.0.0.1

ステップ 5

codecs codec-list

メディア ゲートウェイでサポートされるコーデックを設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg)# codecs m=audio 1234
RTP/AVP 0 18,a=rtpmap:0 PCMU/8000,a=rtpmap:18
G729A/8000

ステップ 6

transcoder

メディア ゲートウェイをトランスコーダのサポートを指定
して設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# transcoder

ステップ 7

exit

メディア ゲートウェイ コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# exit
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set

CAC ポリシー サブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 9

first-cac-table

最初のアドミッション コントロール テーブルを作成また
は設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table 1

ステップ 10 cac-table

アドミッション コントロール テーブルを作成または設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table 1

ステップ 11 table-type policy-set

コール アドミッション制御（CAC）テーブルのポリシー
セット テーブル タイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 12 entry

テーブル内のエントリを作成または変更します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 13 caller-codec-list list-name

コールの発信側レッグが使用を許可されているコーデック
を一覧表示します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-codec-list my_codecs

ステップ 14 exit

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 15 exit

CAC テーブル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 16 exit

CAC ポリシー コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 17 codec-list list-name

コーデック リストを作成し、コーデック リスト コンフィ
ギュレーション モード を開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec-list my_codecs
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コマンドまたはアクション
ステップ 18 codec codec-name

目的
コーデックをコーデック リストに追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU

ステップ 19 exit

コーデック リスト コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit

ステップ 20 end

コンフィギュレーション セッションを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end
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トランスコーディング実装の設定例
以下は、拒否後のトランスコーディングの設定例です。
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# control address h248 index 1
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# port 2000
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 88.88.133.2
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# transport udp
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# exit
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4 10.0.0.1
Router(config-sbc-sbe-mg)# codecs m=audio 1234 RTP/AVP 0 18,a=rtpmap:0
PCMU/8000,a=rtpmap:18 G729A/8000
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# transcoder
Router(config-sbc-sbe-mg-codecs)# exit
Router(config-sbc-sbe-mg)# activate
Router(config-sbc)# end

以下は、コーデック フィルタリングのトランスコーディングの例です。
Router(config)# ip route 10.0.20.33 255.255.255.255 10.130.10.33
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.74.50.114
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.130.10.1
Router(config)# snmp-server community cisco group Network-Monitor
Router(config)# snmp-server community public group Network-Monitor
Router(config)# snmp-server community private group Network-Monitor
Router# configure terminal
Router(config)# sbc sbc-11
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# media-gateway ipv4 10.100.181.2
Router(config-sbc-sbe-mg)# codecs m=audio 20000 RTP/AVP 0 8 18,a=rtpmap:0
PCMU/8000,a=rtpmap:8 PCMA/8000,a=rtpmap:18 G729/8000
Router(config-sbc-sbe-mg)# transcoder
Router(config-sbc-sbe)# control address h248 index 1
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# ipv4 10.130.10.4
Router(config-sbc-sbe-ctrl-h248)# transport udp
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SIPP81
Router(config-sbe-adj-sip)# nat force-off
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# preferred-transport udp
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode pass-through
Router(config-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 300
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.130.10.4
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port 5060
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 10.0.244.81 255.255.255.255
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer 10.0.244.81
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer-port 5060
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# dbe-location-id 0
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry 3000
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SIPP91
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# nat force-off
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# preferred-transport udp
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode pass-through
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 300
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 10.130.10.4
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Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#

signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.244.91 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.244.91
signaling-peer-port 5060
dbe-location-id 0
reg-min-expiry 3000
attach

Router(config-sbc-sbe)# sip inherit profile preset-core
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# averaging-period 60
Router(config-sbc-sbe)# cac-table table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# match-type adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value SIPP81
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 64009 Gbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-channels 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-type full-duplex
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-timeout 0
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-codec-list allow711u
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-hold-setting standard
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-hold-setting standard
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value SIPP91
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 64009 Gbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-channels 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-type full-duplex
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-timeout 0
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-codec-list allowg729
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-hold-setting standard
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-hold-setting standard
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# complete
Router (config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1
Router (config-sbc-sbe)# retry-limit 3
Router (config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table table
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# dst-adjacency SIPP91
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-address 318X
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# prefix
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# complete
Router (config-sbc-sbe)# active-call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe)# sip max-connections 2
Router(config-sbc-sbe)# sip timer
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# tcp-idle-timeout 120000
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# tls-idle-timeout 3600000
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-response-linger-period 32000
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Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-first-retransmit-interval 500
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# udp-max-retransmit-interval 4000
Router(config-sbc-sbe-sip-tmr)# invite-timeout 180
Router (config-sbc-sbe)# codec-list allow711u
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU
Router (config-sbc-sbe)# codec-list allowg729
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec G729
Router(config-sbc-sbe)# h323
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#
Router(config-sbc-sbe-h323)#

ras timeout arq 5000
ras retry arq 2
ras timeout brq 3000
ras retry brq 2
ras timeout drq 3000
ras retry drq 2
ras timeout grq 5000
ras retry grq 2
ras timeout rrq 3000
ras retry rrq 2
ras rrq ttl 60
ras timeout urq 3000
ras retry urq 1
h225 timeout proceeding 10000
h225 timeout establishment 180000
h225 timeout setup 4000
ras rrq keepalive 45000

Router(config-sbc-sbe)# h323
Router(config-sbc-sbe-adj-h323)# adjacency timeout 30000
Router(config-sbc-sbe)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-blacklist)# global
Router(config-sbc-sbe)# blacklist
Router(config-sbc-sbe-blacklist)# address-default
Router(config-sbc-sbe)# redirect-limit 2
Router(config-sbc-sbe)# deact-mode normal
Router (config-sbc-sbe)# activate
Router(config-sbc)# dbe
Router(config-sbc-dbe)# location-id 0
Router(config-sbc-dbe)# media-timeout 360
Router(config-sbc-dbe)# deact-mode normal
Router (config-sbc-dbe)# activate

検証
次の show sbc sbe media-gateway-associations コマンドを使用して、アクティブなアソシエーション
とともに既知のメディア ゲートウェイのリストを表示し、動作を検証します。
次に、SBC およびメディア通信の例を示します。
Router# show sbc slt-n2 sbe media-gateway-associations
SBC Service "slt-n2"
Media gateway 192.169.125.1:2944
Gateway Protocol
= megaco
Transport Protocol = UDP
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Local Address

Requests
Replies

Sent
117
2

= 22.46.0.11:2944
Received
2
116

Failed
1
-

Retried
7
0

隣接単位の音声トランスコーディング統計情報
隣接単位の音声トランスコーディング統計情報機能は、グローバル レベルおよび隣接単位で、音声
コールに関するトランスコーディング統計情報を提供します。この機能は、トランスコーディング機能
を提供するカード（DSP カードなど）の消費量を分析します。
トランスコーディングの統計情報には、次の情報が含まれています。

• いくつかのサマリー期間における、各コーデック ペアのアクティブなトランスコーディング メ
ディア ストリームの数。グローバル レベルおよび隣接単位で提供されます。統計情報には、対応
するコーデック ペアの High Water Mark（HWM; 最高水準点）も含まれます。

• グローバル レベルおよび隣接単位の両方について、アクティブなトランスコーディング コールの
数の一覧が表示されます。統計情報は、コーデック ペアのリストで、グローバル レベルおよび隣
接単位の両方について示されます。

• 統計情報には、次のコーデック名が提示されます。トランスコーディング コールで他のコーデッ
クを使用している場合は、コーデック名は「Other」として表示されます。
– G711A
– G711U
– G729
– GSM
– T38
– CLEAR

隣接単位の音声トランスコーディング統計情報機能の設定
ここでは、隣接単位の音声トランスコーディング統計情報機能を設定し、グローバル レベルおよび隣
接単位でトランスコーディング統計情報をリストする方法を説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. transcoding-stats enable
5. end
6. show sbc sbc-name sbe transcoding-stats {global | adjacency adjacency-name} {current15mins
| current5mins | currentday | currenthour | current-indefinite | previous15mins | previous5mins
| previousday | previoushour}
7. clear sbc sbc-name sbe transcoding-stats [global | adjacency adjacency-name] [all |
current-indefinite]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービス モードを開始します。sbc-name 引数を使用

sbc sbc-name

して、サービスの名前を定義します。
例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティ モードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

transcoding-stats enable

SBC のトランスコーディング関連統計情報をイネーブルま
たはディセーブルにします。

例：
Router(config-sbc-sbe)# no transcoding-stats
enable

次の警告が発行され、ユーザは「y（Yes）」または「n
（No）」を選択してトランスコーディング統計情報をイネー
ブルまたはディセーブルにする必要があります。

警告

このコマンドによって SBC が再アクティブ
化され、既存のコールが影響を受けます。

デフォルトで、SBC のトランスコーディング関連統計情報
はイネーブルになっています。
ステップ 5

SBE エンティティ モードを終了し、特権 EXEC モードを
開始します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

show sbc sbc-name sbe transcoding-stats {global
| adjacency adjacency-name} {current15mins |
current5mins | currentday | currenthour |
current-indefinite | previous15mins |
previous5mins | previousday | previoushour}

必要なスコープおよびサマリー期間の音声トランスコー
ディング統計情報をリストします。

• adjacency：指定した隣接のトランスコーディング統
計情報をリストします。

• global：SBC 全体を対象としたグローバル レベルの統
例：

計情報をリストします。

Router# show sbc mySBC sbe transcoding-stats
adjacency SIPP current5mins

• current15mins：現在の 15 分間の統計情報をリストし
ます。

• current5mins：現在の 5 分間の統計情報をリストしま
す。

• currentday：当日の深夜からの統計情報をリストしま
す。

• currenthour：現在の時間（1 時間）の統計情報をリ
ストします。

• currentindefinite：明示的なリセットが最後に実行さ
れた後の統計情報をリストします。

• previous15mins：過去 15 分間の統計情報をリストし
ます。

• previous5mins：過去 5 分間の統計情報をリストしま
す。

• previousday：前日の統計情報をリストします。
• previoushour：過去 1 時間の統計情報をリストしま
す。
ステップ 7

clear sbc sbc-name sbe transcoding-stats
[global | adjacency adjacency-name] [all |
current-indefinite]

すべてまたは現在の、未確定のサマリー期間のトランス
コーディングの統計情報をクリアします。

• adjacency：隣接の統計情報をクリアします。
• global：グローバルなトランスコーディングの統計情

例：
Router# clear sbc mySBC sbe adjacency SIPP all

報をクリアします。

• all：すべてのサマリー期間の統計情報をクリアしま
す。

• currentindefinite：現在未確定の期間についてのみ、
統計情報をクリアします。
次に、show sbc sbe transcoding-stats adjacency current15mins コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe transcoding-stats adjacency SIPP current15mins
Codec1
G711A

Codec2
G711U

Transcoded Stream
4

HWM of TranscodedStream
10

Last Reset
2010/09/10 19:27:15
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メディア ゲートウェイを使用した DTMF インターワーキン
グ
SBC は MGX 8880 などのメディア ゲートウェイ スイッチを使用したインバンド DTMF インターワー
キングをイネーブルにします。Cisco MGX 8880 は、次のシナリオにおいて、DTMF インターワーキ
ングで使用されます。
• トランスコーダとして使用。メディア プレーンとシグナリング間の DTMF がサポートされます。
• インバンド DTMF のエクストラクタまたはインジェクタとして使用。

SBC は、次の 2 種類のメディア プレーン DTMF をサポートします。
• RFC2833（電話イベント）。
• インバンド DTMF：G.711 などの DTMF インバンド オーディオ ストリーム。インバンド DTMF
をサポートするため、MGX は次のタスクを実行します。
– オーディオ ストリームを監視します。
– DTMF シグナルを取得します。
– DTMF シグナルを音声帯域にレポートまたは注入します。または、その逆の処理を行います。

トランスコーダとして MGX を使用する DTMF インターワーキング
SBC が MGX などの外部トランスコーダを使用する場合、DTMF インターワーキングは次の場合にサ
ポートされます。

• コールでのメディアとシグナリング間。
• いずれの場合も、トランスコーディングとコーデック リストを使用してプロビジョニングされる
トランスコーディングのネゴシエーションが行われます。

• サポートされるメディア形式（RFC2833 など）とサポートされる SIP シグナリング形式（INFO
など）の間。

インバンド DTMF サポート（トランスコーダを使用しないインターワーキ
ング）
SBC は、インバンド DTMF トーンが監視されているときを示すコールまたは隣接ポリシーをサポート
します。インバンド DTMF トーンの監視は、強制的に行うこともできますし、他の DTMF サポートが
ない場合にオプションとして実行することもできます。
SBC は、サポートされる 3 つの DTMF 形式のうち、2 つの形式間のインターワーキングをイネーブル
にします。

• インバンド
• RFC 2833 電話イベント
• シグナリング。
フェールオーバーが発生した場合、DTMF インター ワーキングオプションを使用するアクティブな
コールは保護され、インター ワーキング機能は復元できるように保持されます。

SBC は、インバンド DTMF と互換性のあるコーデック ネゴシエーションを強制的に実行するように隣
接単位のオプションを提供します（他の方法で DTMF の送受信を行うことができない場合）。
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インバンド DTMF インターワーキングの設定
インバンド DTMF インターワーキングを設定するには、次の手順を実行します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
7. cac-table table-name
8. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
9. entry entry-id
10. cac-scope {list of scope options}
11. callee inband-dtmf-mode {always | inherit | maybe | never}
12. caller inband-dtmf-mode {always | inherit | maybe | never}
13. complete
14. active-call-policy-set policy-set-id
15. end
16. show sbc service-name sbe cac-policy-set id table name entry entry
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのサブモードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内で SBE エンティティのサブモードを設定
します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

CAC ポリシーのサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-scope scope-name

例：

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。
（注）

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope global

first-cac-scope 定義が該当するのは、
first-cac-table コマンドで設定されたテーブル タ
イプが制限テーブルの場合だけです。この場合、
first-cac-table のスコープは、first-cac-scope によ
り決定されます。first-cac-table がポリシー セット
テーブルの場合、first-cac-scope は無視され、デ
フォルトはグローバルになります。

scope-name 引数には制限が最初に定義されるべき範囲を
設定します。有効な scope-name 値は次のとおりです。
• adj-group
• call
• category
• dst-account
• dst-adj-group
• dst-adjacency
• dst-number
• global
• src-account
• src-adj-group
• src-adjacency
• src-number
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。
ステップ 6

first-cac-table table-name

例：

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
するときに処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定
します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table first_policy_table
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するためのモードを開始
します。必要な場合はテーブルを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
first_policy_table

ステップ 8

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブル
のテーブル タイプを設定します。

例：

list of limit tables 引数は、テーブル内にあるエントリの
match-value フィールドの構文を制御します。有効な list of
limit tables の値は次のとおりです。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名と比較します。
• adj-group：隣接グループ名と比較します。
• adjacency：隣接名と比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリと比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名と比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名と比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接の名前と比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭と比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名と比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名と比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名と比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭と比較します。
（注）

制限テーブルでは、イベント、メッセージ、コー
ルが 1 つのエントリだけに一致します。

機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope
コマンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で
制限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
（注）

ポリシー セット テーブルでは、イベント、コール、
メッセージは、このテーブルのすべてのエントリ
に適用されます。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 10 cac-scope {list of scope options}
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope call

ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ内
の範囲を設定します。

codec-restrict-to-list コマンドを使用する場合は、コール
単位だけにスコープを設定できます。
list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。
• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベ
ント。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベ
ント。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：同じ宛先を持つイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
• sub-category：このスコープで指定される制限は、同
じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送受信されるす
べてのイベントに適用されます。

• sub-category-pfx：このスコープで指定される制限は、
同じ加入者カテゴリ プレフィクスのメンバーとの間で
送受信されるすべてのイベントに適用されます。

• subscriber：このスコープで指定される制限は、個々
の加入者間で送受信されるすべてのイベントに適用さ
れます。
レジストラ サーバに登録されているデバイス。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 callee inband-dtmf-mode {always | inherit |

着信側の DTMF インバンド モードを設定するには、CAC
テーブル コンフィギュレーション モードで callee
inband-dtmf-mode コマンドを使用します。着信側の
DTMF インバンド モードの設定を解除するには、このコ
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) マンドの no 形式を使用します。
maybe | never}

# callee inband-dtmf-mode always

callee inband-dtmf-mode には、次のいずれかのストリン
グを指定します。

• always：インバンド DTMF トーンはエンドポイント
で常に使用されています。

• inherit：エンドポイントのインバンド DTMF モード
は CAC エントリの影響を受けません。
• maybe：DTMF の代替形式が使用されていることがシ
グナリングによって示されない限り、インバンド
DTMF トーンはエンド ポイントで使用されます。

• never：エンド ポイントは、インバンド DTMF を使用
しません。
ステップ 12

発信側の DTMF インバンド モードを設定するには、CAC
テーブル コンフィギュレーション モードで caller
inband-dtmf-mode コマンドを使用します。発信側の
インバンド モードの設定を解除するには、このコ
DTMF
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry) マンドの no 形式を使用します。
caller inband-dtmf-mode {always | inherit |
maybe | never}

# caller inband-dtmf-mode never

caller inband-dtmf-mode には、次のいずれかのストリン
グを指定します。

• always：インバンド DTMF トーンはエンドポイント
で常に使用されています。

• inherit：エンドポイントのインバンド DTMF モード
は CAC エントリの影響を受けません。
• maybe：DTMF の代替形式が使用されていることがシ
グナリングによって示されない限り、インバンド
DTMF トーンはエンド ポイントで使用されます。

• never：エンド ポイントは、インバンド DTMF を使用
しません。
ステップ 13 complete

CAC ポリシーを完了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 14 active-call-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内でアクティブなルーティング ポリ
シー セットを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
cac-policy-set global 1
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 15 end

cac-policy-set コンフィギュレーション モードを終了して、
特権 EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# end

ステップ 16 show sbc service-name sbe cac-policy-set id
table name entry entry

CAC ポリシー テーブルの特定エントリに関する詳細情報
を表示します（DTMF インターワーキングなど）。

例：
Router# show sbc mysbc sbe cac-policy-set 1
table standard_policy_list entry 1

インバンド DTMF をサポートするコーデックの設定
インバンド DTMF をサポートするようにコーデックを設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. codec system system-name id
5. options {none | transrate | transcode | inband-dtmf}
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのサブモードを開始します。

sbc service-name

例：
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのサブモードを設定

sbe

します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec system system id

アナログからデジタルへのシステム コーデック
（enCOder/DECoder）の名前を指定し、コーデック定義
モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec system GSM id 3
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

options {none | transrate | transcode |
inband-dtmf}

音声インバンド DTMF をサポートするコーデックを設定
します。オプションの値は、次のとおりです。

• none
例：
Router(config-sbc-sbe-codec-def)# options
inband-dtmf

• transrate
• transcode
• inband-dtmf

ステップ 6

cac-policy-set コンフィギュレーション モードを終了して、
特権 EXEC モードを開始します。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# end

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

882

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP
Edition）SPA DSP サービス
共有ポート アダプタ（SPA）のデジタル シグナル プロセッサ（DSP）は、複数のシスコ プラット
フォームで使用できるシングル幅、ハーフ ハイト、高出力の SPA モジュールです。SPA DSP は、シス
コのミッドレンジおよびハイエンド ルータ上の SPA の、DSP ベースの音声およびビデオ ソリューショ
ン用に設計されています。

Cisco IOS XE Release 3.2S で、次の SPA DSP 機能が、セッション ボーダー コントローラ（SBC）用
に Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに導入されました。
• DSP ファーム プロファイルへの SBC の設定の関連付け。
• オンボード DSP サービスを使用した音声トランスコーディングとトランスレーティングのサポー
ト。

• オンボード DSP サービスを使用したデュアル トーン多重周波数（DTMF）インターワーキング。
• VoIPv4 および VoIPv6 のトランスコーディングとトランスレーティングのサポート。
• トランスコーディング、トランスレーティング、および DTMF インターワーキングのコール制御
とシグナリング制御。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは SBC と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、『Cisco Unified Border Element (SP Edition)
Command Reference: Unified Model』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html）を参照してください。
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SPA DSP の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 3.2S SPA DSP オンボード サービスが、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに
追加されました。

Cisco IOS XE Release 3.3S コール リカバリ機能が追加されました。
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内容
• 「制約事項」（P.884）
• 「SPA DSP サービスの前提条件」（P.884）
• 「SPA DSP サービスについて」（P.884）
• 「SBC の SPA DSP サービスの設定」（P.888）
• 「DBE 上の DSP ファーム プロファイルの設定」（P.892）
• 「SDP の分析を非アクティブにするように SBC を設定」（P.893）
• 「Unified SBC の設定」（P.896）
• 「SBC の SPA DSP サービスの設定例」（P.919）
• 「DBE の DSP ファーム プロファイルの設定例」（P.920）
• 「SBC の SPA DSP サービスの設定例」（P.919）
• 「Unified SBC の設定例」（P.920）

制約事項
SPA DSP では、次の制限事項が適用されます
• 音声、オーディオ、およびビデオ会議はサポートされません。
• HA、システム レベルのインサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）、およびノンストップ
フォワーディング（NSF）はサポートされません。
• ビデオ コーデックはサポートされません。
• 活性挿抜（OIR）はサポートされますが、取り外し時に SPA を通過するセッションが失われます。
• Cisco Unified Communications Manager はサポートされません。

SPA DSP サービスの前提条件
DSP ファームの定義と SBC の設定およびアクティブ化は、SBC コールをトランスコードする前に実行
する必要があります。SPA の設定の詳細については、次の場所にある『Cisco ASR 1000 Series
Aggregation Services Routers SIP and SPA Software Configuration Guide』の「Configuring the Cisco
DSP SPA for the ASR 1000 Series」を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/as
rcfgdsp.html

SPA DSP サービスについて
SPA DSP には、SBC 用の音声トランスコーディング機能を提供するための、デジタル信号プロセッサ
と関連するハードウェアが含まれます。また、Cisco Unified Border Element, Enterprise は、単純な音
声トランスコーディング サービス用に SPA DSP を使用できます。
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SBC のトランスコーディング
SBC トランスコーディングは、Data Border Element（DBE）機能の一部として 2 つの VoIP ネット
ワーク間のコーデック変換に使用されます。図 1 に、SPA DSP が Unified SBC のコーデック トランス
コーディングを実行する方法を示し、図 2 に、SPA DSP が分散 SBC のコーデック トランスコーディ
ングを実行する方法を示します。
図 1

Unified SBC の SPA DSP トランスコーディング

DSP

IP
G.711

G.729
G.729

IP

SRF + DBE

図 2

281961

SBE + DBE +
ࢺࣛࣥࢫࢥ࣮ࢲ

分散 SBC の SPA DSP トランスコーディング

SBE

IP

DSP

DBE +
G.729
ࢺࣛࣥࢫࢥ࣮ࢲ
G.729

IP

H.248
SIP
RTP

281698

G.711

DBE

SPA DSP は、ある種類のメディア ストリームまたはコーデックから、異なるメディア符号化と復号化
テクノロジーを使用した別の種類のメディア ストリームまたはコーデックへの変換を可能にします。
その他の変換アクティビティは次のとおりです。

• 異なるコーデックの間の変換
• 異なるパケット化設定間の変換（トランスレーティング）
• DTMF インターワーキング

分散 SBC のトランスコーディング
トランスコーディングは、コールをプログラムするために使用されるセッション記述プロトコル
（SDP）から推定されます。異なるコーデックを含む同じコールの終端のプログラミングは、トランス
コーディングの実行を分散 SBC に暗黙的に指示します。
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分散 SBC のトランスレーティング
トランスレーティングはコールをプログラムするために使用される SDP から推定されます。ptime が
異なる同じコールの終端のプログラミングは、トランスレーティングの実行を分散 SBC に暗黙的に指
示します。

（注）

トランスレーティングは、コーデック間ではなく、同じコーデックを使用した異なるレートに対しての
みサポートされます。したがって、トランスレーティングとトランスコーディングは同時に実行できま
せん。

インバンド DTMF インターワーキング
Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータは、Real-Time Transport Protocol（RTP）
インバンド ウェーブフォーム、RTP telephone-event コーデック（RFC2833）、および SIP DTMF イン
ジケーション タイプ間の DTMF インターワーキングをサポートしています。
DTMF トーンは、次の方法を使用して生成できます。
• SIP ディジット検出および生成パッケージ：SIP メッセージはエンドポイントから SIP プロキシに
送信され、DTMF イベントがあったことを、イベントのタイプおよび時間に関する情報とともに
示します。

• DTMF（telephone-event コーデック）の RTP ペイロード：RTP パケットには、DTMF が生成され
ていることを示す情報がヘッダーに含まれています。エンドポイントはこれらのメッセージを理解
し、DTMF をローカルに再生します。

• RTP のインバンド ウェーブフォーム：DTMF は音声ウェーブフォームの一部として送信されます。

DTMF インターワーキングの詳細については、次の場所にある『Cisco Unified Border Element (SP
Edition) Configuration Guide: Unified Model』の「Implementing Interworking DTMF」の章を参照し
てください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr1000/configuration/guide/sbcu/sbc_dtmf.html

RTP telephone-event コーデックと SIP 間のインターワーキング
RTP パケットが telephone-event コーデックを使用した DTMF としてマークされている場合、RTP パ
ケットはストリームから削除されます。DBE は、DTMF イベントが発生したこと、および RTP パケッ
トを SIP DTMF イベントに変換する必要があることを示す H.248 メッセージを、Signaling Border
Element（SBE）に送信します。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 の場合）が SDP のサイド A にあり、サイド B にないこ
と。

• dd/etd イベントが、サイド B ではなくサイド A 用にサブスクライブされていること。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

886

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）SPA DSP サービス
SPA DSP サービスについて

SIP と RTP 間の telephone-event コーデックのインターワーキング
エンドポイントが SIP 信号を生成すると、SIP DTMF 信号は完全に帯域外で到達します。SIP DTMF
をサポートするエンドポイントは SBE に送信される信号を生成します。次に、SBE はこれが DTMF
メッセージであることを認識し、DTMF トーンを RTP ストリームに挿入する必要があることを示す
H.248 メッセージを DBE に送信します。DBE は telephone-event コーデックを使用してオーディオ ス
トリームに RTP DTMF パケットを挿入します。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 の場合）が SDP のサイド B にあり、サイド A にないこ
と。

• dd/etd イベントが、サイド A ではなくサイド B 用にサブスクライブされていること。

RTP telephone-event コーデックから RTP インバンド ウェーブフォーム
RTP パケットが telephone-event コーデックを使用して DTMF としてマークされた後、RTP パケット
がストリームから削除され、DTMF ウェーブフォームを含む RTP ストリームは、他のエンドポイント
に送信されます。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 の場合）が SDP のサイド A にあり、サイド B にないこ
と。

• dd/etd イベントが、サイド A およびサイド B 用にサブスクライブされていること。

RTP インバンド ウェーブフォームから RTP telephone-event コーデック
DTMF が音声ウェーブフォームの一部として送信された後、RTP パケットがストリームから削除され、
DBE はオーディオ ストリームにペイロード タイプ telephone event で新しい RTP パケットを挿入しま
す。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 の場合）が SDP のサイド B にあり、サイド A にないこ
と。

• dd/etd イベントが、サイド A およびサイド B 用にサブスクライブされていること

SIP と RTP の間のインバンド ウェーブフォーム
エンドポイントが SIP 信号を生成した後、SIP DTMF 信号は完全に帯域外で到達します。SIP DTMF
をサポートするエンドポイントは SBE に送信される信号を生成します。次に、SBE はこれが DTMF
メッセージであることを認識し、DTMF トーンを RTP ストリームに挿入する必要があることを示す
H.248 メッセージを DBE に送信します。DBE は、DTMF ウェーブフォームを含むストリームを挿入
します。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 用）がサイド A にもサイド B にもないこと。
• dd/etd イベントが、サイド B 用にサブスクライブされていること。
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RTP インバンド ウェーブ フォームから SIP
DTMF が音声ウェーブフォームの一部として送信されると、RTP パケットがストリームから削除され、
DBE は、DTMF イベントが発生したこと、および RTP パケットを SIP DTMF イベントに変換する必
要があることを示す H.248 メッセージを SBE に送信します。
コールは次の条件を満たしている必要があります。

• telephone-event コーデック（RFC 2833 用）がサイド A にもサイド B にもないこと。
• dd/etd イベントが、サイド A 用にサブスクライブされていること。

コール リカバリ
Cisco IOS XE Release 3.3S から、部分的にクラッシュした SPA DSP のコールは、2.5 秒のコール停止
時間内に回復できます。

SPA DSP の一部がクラッシュすると、クラッシュ リカバリ プロセスが実行され、RP は、以前あった
すべてのコールを使用して、SPA DSP のクラッシュした部分を再プログラムします。たとえば、単純
なトランスコーディングのシナリオで、a-law から u-law へのトランスコーディングは、再プログラム
を必要とする最大 129 コールを表すことがあります。
クラッシュする SPA DSP の部分によっては、多くのコンポーネントを回復し、多くのコールを再プロ
グラムする必要があるため、合計リカバリ時間が長くなる場合があります。ただし、すべての回復され
たコールのメディア パス全体の中断時間は 2.5 秒未満です。

SPA DSP コール リカバリのいずれのケースでも、コール リカバリは、コールがクラッシュ前に存在し
ていたのと同じ SPA DSP で行われます。コールは別の SPA DSP に移動されません。
SPA DSP 障害コール リカバリは、SPA DSP クラッシュ ダンプがイネーブルになっている場合、ディ
セーブルまたは無効にできます。これによりコール停止時間が 2.5 秒を超えることがあります。
show voice dsp group all コマンドは、SPA DSP がコール リカバリを実行中かどうかを示します。
Router# show voice dsp group all
Show DSP group all
DSP groups on slot 0 bay 0:
dsp 1:
State: UP
HA State : DSP_HA_STATE_PENDING1
Max signal/voice channel: 43/43
Max credits: 645
num_of_sig_chnls_allocated: 43
Transcoding channels allocated: 43
Group: FLEX_GROUP_XCODE, complexity: LOW
Shared credits: 0, reserved credits: 645
Transcoding channels allocated: 24
Credits used (rounded-up): 360

（注）

show voice dsp group all コマンドでは、リカバリ処理中（最大数ミリ秒）にのみ「HA State :
DSP_HA_STATE_PENDING1」という出力が表示されます。

SBC の SPA DSP サービスの設定
ここでは、SBC の SPA DSP サービスの設定に関連する作業について説明します。
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• 「DSP ファーム サービスを使用した SPA DSP の設定」（P.889）
• 「DSP ファーム プロファイルの設定」（P.889）

DSP ファーム サービスを使用した SPA DSP の設定
DSP サービスの DSP ファーム モードで DSP SPA を設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. voice-card slot number/subslot number
3. dsp services dspfarm
4. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

voice-card slot number/subslot number

音声カードのスロット番号を指定し、音声カード インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# voice-card 0/2

ステップ 3

SPA DSP 音声カードの DSP ファーム サービスを許可しま

dsp services dspfarm

す。
例：
Router(config-voicecard)# dsp services dspfarm

ステップ 4

end

音声カード インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-voicecard)# end

SPA DSP の DSP ファーム サービスの設定の詳細については、次の場所にある『Cisco ASR 1000 Series
Aggregation Services Routers SIP and SPA Software Configuration Guide』の「Configuring the Cisco
DSP SPA for ASR 1000 Series 」の章を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/shared_port_adapters/configuration/ASR1000/as
rcfgdsp.html

DSP ファーム プロファイルの設定
DSP ファーム プロファイルを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. dspfarm profile profile-identifier {conference | mtp | transcode}
3. description profile-description-text
4. codec codec-name
5. associate application {cube | sbc | sccp}
6. maximum session number
7. no shutdown
8. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

dspfarm profile profile-identifier {conference
| mtp | transcode}

指定した DSP ファーム プロファイルの DSP ファーム サー
ビスをイネーブルにし、DSP ファーム プロファイル コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：

サービス オプションには次のいずれかを指定します。

Router(config)# dspfarm profile 20 transcode

• conference：会議をイネーブルにします。
• mtp：メディア ターミネーション ポイントをイネーブ
ルにします。

• transcode：情報のトランスコーディングをイネーブ
ルにします。
（注）

Cisco IOS Release 3.2S では、トランスコード サー
ビスだけがサポートされます。

ステップ 3

description profile-description-text

定義したプロファイルの説明を指定します。

例：
Router(config-dspfarm-profile)# description
enables transcoding
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

no codec codec-name

コーデック リストにコーデックを追加したりコーデックを
削除します。コーデックは、SBE が認識用にハードコード
されているコーデック リスト中に存在する必要がありま
す。

例：
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#
Router(config-dspfarm-profile)#

ステップ 5

codec
codec
codec
codec
codec
codec
codec
codec
codec
codec

g711ulaw
g711alaw
g729ar8
g729abr8
g729r8
g723r63
ilbc
gsmamr-nb
g726r32
g729br8

associate application {cube | sbc | sccp}
profile-description-text

例：
Router(config-dspfarm-profile)# associate
application sbc

プロファイルにアプリケーションを関連付けます。関連付
けることができるアプリケーションは、次のとおりです。

• cube：Cisco Unified Border Element アプリケーショ
ンを DSP ファームの定義済みプロファイルに関連付け
ます。

• sbc：SBC アプリケーションを DSP ファームの定義済
みプロファイルに関連付けます。

• sccp：クライアント プロトコル アプリケーションを
DSP ファームの定義済みプロファイルに関連付けま
す。
（注）

sbc アプリケーション キーワードは DSP ファーム
プロファイル トランスコード サービスが使用され
ている場合にだけ使用できます。

ステップ 6

maximum session number

例：
Router(config-dspfarm-profile)# maximum session
300

ステップ 7

定義されたプロファイルに割り当てることができるセッ
ションの最大数を設定します。セッションの最大数は、
ルータ内の SPA DSP 数、および設定されているコーデッ
クによって異なります。23 個の DSP SPA および G711
コーデックのみを備えたフル装備の Cisco ASR 1013 シ
リーズ ルータでは、セッションの最大数は 20769 です。

DSP ファーム プロファイルをイネーブルまたはディセー
ブルにします。

no shutdown

例：
Router(config-dspfarm-profile)# no shutdown

ステップ 8

DSP ファーム プロファイルを終了します。

end

例：
Router(config-dspfarm-profile)# end

DSP ファーム プロファイルの設定およびステータスの表示例
DSP ファーム プロファイルの作成後に、show コマンドを使用して、DSP ファーム プロファイルの設
定およびステータスを表示します。次の例は、show コマンドの出力を示しています。
Router# show running-config
!
voice-card 2/0
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no dspfarm
dsp services dspfarm
!
dspfarm profile 20 transcode
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729r8
codec g729ar8
codec g729br8
codec g729abr8
rsvp
maximum sessions 5
associate application SBC
!
Router# show dspfarm profile 20
Dspfarm Profile Configuration
Profile ID = 20, Service = TRANSCODING, Resource ID = 1
Profile Description :
Profile Admin State : UP
Profile Operation State : ACTIVE
Application : SBC Status : ASSOCIATED
Resource Provider : FLEX_DSPRM Status : UP
Number of Resource Configured : 5
Number of Resource Available : 5
Codec Configuration
Codec : g729abr8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g711alaw, Maximum Packetization Period : 30
Codec : g711ulaw, Maximum Packetization Period : 30
Codec : g729r8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g729ar8, Maximum Packetization Period : 60
Codec : g729br8, Maximum Packetization Period : 60
RSVP : ENABLED
!
Router# show dspfarm all
DSPFARM Configuration Information:
Admin State: UP, Oper Status: ACTIVE - Cause code: NONE
Transcoding Sessions: 0(Avail: 0), Conferencing Sessions: 2 (Avail: 2)
Trans sessions for mixed-mode conf: 0 (Avail: 0), RTP Timeout: 600
Connection check interval 600 Codec G729 VAD: ENABLED
Total number of active session(s) 0, and connection(s) 0
SLOT DSP CHNL STATUS USE
TYPE SESS-ID CONN-ID PKTS-RXED PKTS-TXED
0
0
1
UP FREE conf - - 0
0
2
UP FREE conf- 0
0
3
UP FREE conf - - 0
0
4
UP FREE conf - - 0
0
5
UP FREE conf - - 0
0
6
UP FREE conf - - -

DBE 上の DSP ファーム プロファイルの設定
ここでは、DBE で DSP ファーム プロファイルを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. show dspfarm {all | dsp | profile}
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2. configure terminal
3. sbc sbc-name dbe
4. associate dspfarm profile {profile-number | all}
5. end
手順の詳細

コマンドまたはアクション
ステップ 1

ステップ 2

目的

show dspfarm {all | dsp | profile
profile-identifier}

（任意）DSP ファーム設定情報を表示します。

• all：DSP ファームのグローバル情報を表示します。

例：

• dsp：すべての DSP に関する情報を表示します。

Router# show dspfarm profile all

• profile：DSP ファーム プロファイルを表示します。

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

SBC 上に DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィ

sbc sbc-name dbe

ギュレーション モードを開始します。
例：
Router(config)# sbc mySBC dbe

ステップ 4

associate dspfarm profile {profile-number |
all}

DSP ファーム プロファイルと SBC を関連付けます。
• profile-number：関連付けるプロファイル番号を指定
します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# associate dspfarm
profile 1

ステップ 5

• all：SBC に関連付けられているプロファイルから、ト
ランスコーディング セッションに最適な DSP ファー
ム プロファイルを選択することを SBC に許可します。

SBC-DBE コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-dbe)# end

SDP の分析を非アクティブにするように SBC を設定
ここでは、トランスコーディングされたコールを設定する SDP の分析を非アクティブにするように
SBC を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. show dspfarm {all | dsp | profile}
2. configure terminal
3. sbc sbc-name dbe
4. no activate
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5. vdbe
6. no attach-controllers
7. transcoding check {match | none | overlap}
8. controller h248 controller-index
9. no transrating check
10. exit
11. attach-controllers
12. exit
13. activate
14. end
15. show sbc sbc-name dbe media-stats
手順の詳細

コマンドまたはアクション
ステップ 1

ステップ 2

show dspfarm {all | dsp | profile
profile-identifier}

目的
（任意）DSP ファーム設定情報を表示します。

• all：DSP ファームのグローバル情報を表示します。

例：

• dsp：すべての DSP に関する情報を表示します。

Router# show dspfarm profile all

• profile：DSP ファーム プロファイルを表示します。

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

sbc sbc-name dbe

SBC 上で DBE サービスを作成し、SBC-DBE コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySBC dbe

ステップ 4

no activate

DBE を非アクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# no activate

ステップ 5

vdbe

SBC の仮想データ ボーダー エレメント（vDBE）機能
モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-dbe)# vdbe

ステップ 6

no attach-controllers

no attach-controllers コマンドでコントローラを取り外し
ます。

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe)# no
attach-controllers
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

transcoding check {match | none | overlap}

トランスコーディングのオプションを設定します。

• check：トランスコーディング チェックをイネーブル
例：

にします。

Router(config-sbc-dbe-vdbe)# transcoding check
none

• match：正確なコーデックの一致チェックを指定しま
す。

• none：コーデックの一致チェックなしを指定します。
• overlap：重複するコーデックの一致チェックを指定
します。
ステップ 8

controller h248 {controller-index}

DBE の H.248 コントローラを設定し、H.248 コントロー
ラ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ここに示す例では、設定した番号 1 は DBE の H.248 コン
トローラを識別します。

Router(config-sbc-dbe-vdbe)# controller h248 1

ステップ 9

no transrating check

トランスレーティング オプションをディセーブルにしま
す。

• check：トランスレーティング チェックをイネーブル

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# no
transrating check

ステップ 10 exit

にします。

H.248 コントローラ コンフィギュレーション モードを終了
します。

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe-h248)# exit

ステップ 11 attach-controllers

DBE を H.248 コントローラに接続します。

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe)# attach-controllers

ステップ 12 exit

vDBE コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-dbe-vdbe)# exit

ステップ 13 activate

SBC の DBE サービスをアクティブにします。

例：
Router(config-sbc-dbe)# activate

ステップ 14 end

SBC-DBE コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-dbe)# end

ステップ 15 show sbc sbc-name dbe media-stats

全般的な DBE 統計情報をリストします。

例：
Router# show sbc MySBC dbe media-stats

次に、トランスコーディングされたコール数をリストする show sbc dbe media-stats コマンドの出力
例を示します。
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Router# show sbc MySBC dbe media-stats
SBC Service "MySBC"
Available Bandwidth
Available Flows
Available Packet Rate
Active Media Flows
Peak Media Flows
Total Media Flows
Active Transcoded Flows
Peak Transcoded Flows
Total Transcoded Flows
Active Signaling Flows
Peak Signaling Flows
Total Signaling Flows
SBC Packets Received
SBC Octets Received
SBC Packets Sent
SBC Octets Sent
SBC Packets Discarded
SBC Octets Discarded
No Media Count

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Unlimited
131072
Unlimited
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Unified SBC の設定
ここでは、SPA DSP 音声カードの SBC を設定するさまざまな方法について説明します。

• 「DSP ファーム プロファイルと Unified SBC の関連付け」（P.896）
• 「トランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定」（P.897）
• 「トランスレーティングをイネーブルにするための Unified SBC の設定」（P.902）
• 「SRTP とトランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定」（P.908）
• 「インバンド DTMF インターワーキングのための Unified SBC の設定」（P.914）

DSP ファーム プロファイルと Unified SBC の関連付け
DSP ファーム プロファイルへの SBC の関連付けは、対応する DSP ファーム プロファイルが作成され
てからのみ可能です。グローバル コンフィギュレーション モードで associate dspfarm profile コマン
ドを使用します。
手順の概要

1. show dspfarm {all | dsp | profile}
2. configure terminal
3. sbc sbc-name
4. associate dspfarm profile {profile-number | all}
5. end
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手順の詳細

ステップ 1

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

show dspfarm {all | dsp | profile
profile-identifier}

DSP ファーム設定情報を表示します。
• all：DSP ファームのグローバル情報を表示します。

例：

• dsp：すべての DSP に関する情報を表示します。

Router# show dspfarm profile all

• profile：DSP ファーム プロファイルを表示します。

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 4

associate dspfarm profile {profile-number |
all}

DSP ファーム プロファイルに SBC を関連付けます。
• profile-number：関連付けるプロファイル番号を指定
します。

例：
Router(config-sbc)# associate dspfarm profile 1

ステップ 5

end

• all：SBC に関連付けられているプロファイルから、ト
ランスコーディング セッションに最適な DSP ファー
ム プロファイルを選択することを SBC に許可します。
コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

トランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定
ここでは、トランスコーディング機能をイネーブルにするために SBC を設定します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
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7. cac-table table-name
8. table-type limit list of limit tables
9. entry entry-id
10. match-value key
11. callee-codec-list list-name
12. caller-codec-list list-name
13. media police strip | reject | degrade
14. action cac-complete
15. complete
16. cac-policy-set global cac-policy-num
17. codec-list list-name
18. codec codec-nam
19. exit
20. codec-list list-name
21. codec codec-nam
22. exit
23. end
24. show sbc sbc-name sbe call-stats global current5min
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能モードを開

sbe

始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

• policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユー
ザによって選択される整数。範囲は 1 ～ 2147483647
です。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

first-cac-scope scope-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージで作業
を実行するために、制限が最初に定義されるべき範囲を設
定します。各 CAC ポリシーには、適用できる範囲があり
ます。この CAC ポリシーは、コール単位で適用できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope dst-adjacency

scope-name には、次のいずれかの値が指定されます。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベ
ントの制限。

• call：制限が単一コール単位です。
• category：カテゴリ単位の制限
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベントの
制限。

• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベ
ントの制限。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベントの制
限。

• dst-number：同一隣接グループ番号を持つイベント
の制限。

• global：制限はグローバルで、他のオプションと組み
合わせることができません。

• src-account：同じアカウントからのイベントの制限。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベントの制
限。

• arc-adjacency：同じ隣接からのイベントの制限。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベントの制限。
ステップ 6

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table codec-dst-acc

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーの適用を開始するには、使用される最
初のテーブルを定義する必要があります。

• table-name：最初に処理すべきアドミッション コント
ロール テーブル。

ステップ 7

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
codec-dst-acc

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

table-type limit list of limit tables

エントリを一致させるのに使用される基準を入力する必要
がある新規 CAC 制限テーブルを設定します。

例：

list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit dst-adjacency

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
ステップ 9

entry entry-id

例：

アドミッション コントロール テーブルのエントリを変更
するには、CAC テーブル エントリ モードを開始します。

• entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 10 match-value key

CAC 制限テーブル タイプにあるエントリの照合値を設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value nava

ステップ 11 callee-codec-list list-name

コールの着信側レッグで使用が許可されているコーデック
をリストします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-codec-list PCMU

ステップ 12 caller-codec-list list-name

コールのコール元レッグで使用が許可されているコーデッ
クをリストします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-codec-list PCMA
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 13 media police strip | reject | degrade

SBC が、メディア コールの帯域幅限界を超えるメディア
ストリームを処理する方法を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media police strip

ステップ 14 action cac-complete

イベントが一致すると、CAC ポリシーは完了したと見な
されます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

ステップ 15 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 16 cac-policy-set global policy-num
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-num：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー セッ
ト番号。ポリシー セットは、complete 状態でなければ
デフォルト ポリシーとして割り当てることはできませ
ん。

ステップ 17 codec-list list-name

コーデック リストを作成し、コーデック リスト コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec-list PCMU

ステップ 18 codec codec-name

コーデックをコーデック リストに追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU

ステップ 19 exit

コーデック リスト コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit

ステップ 20 codec-list list-name

コーデック リストを作成し、コーデック リスト コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec-list PCMA

ステップ 21 codec codec-name

コーデックをコーデック リストに追加します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMA

ステップ 22 exit

コーデック リスト コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit
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ステップ 23 end

目的
コンフィギュレーション セッションを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 24 show sbc sbc-name sbe call-stats global
current5min

指定した SBE のすべてのコールの統計情報をリストしま
す。

例：
Router# show sbc mySBC sbe call-stats global
current5min

次に、アクティブなトランスコーディングおよびトランスレーティングされたコール数をリストする
show sbc sbe call-stats global current5min コマンドの出力例を示します。
Router# show sbc mySBC sbe call-stats global current5min
SBC Service "mySBC"
Statistics for the current 5 mins for global counters
Call count totals:
Total call attempts =
Total active calls =
Total active IPv6 calls =
Total activating calls =
Total de-activating calls =
Total active emergency calls =
Total active e2 emergency calls =
Total IMS rx active calls =
Total IMS rx call renegotiation attempts =
Total SRTP-RTP interworked calls =
Total active calls not using SRTP =
Total active transcoded calls =
Total active transrated calls =
General call failure counters:
Total call setup failures =
Total active call failures =
Total failed call attempts =
Total failed calls due to update failure =
Total failed calls due to resource failure =
Total failed calls due to congestion =
Total failed calls due to media failure =
Total failed calls due to signaling failure =
Total failed calls due to IMS rx setup failure =
Total failed calls due to IMS rx renegotiation failure =
Total failed calls due to RTP disallowed on call leg =
Total failed calls due to SRTP disallowed on call leg =

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

トランスレーティングをイネーブルにするための Unified SBC の設定
（注）

トランスレーティングは、コーデック間ではなく、同じコーデックを使用した異なるレートに対しての
みサポートされます。したがって、トランスレーティングとトランスコーディングは同時に実行できま
せん。
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ここでは、次の方法のいずれかを使用してトランスレーティングをイネーブルにする方法について説明
します。

• 「同じコーデック ポリシーを使用したトランスレーティング」（P.903）
• 「新しいコーデック ポリシーを使用したトランスレーティング」（P.907）

同じコーデック ポリシーを使用したトランスレーティング
この作業では、同じコーデック ポリシーを使用したトランスレーティングをイネーブルにするために

SBC を設定します。
（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. cac-scope {list of scope options}
10. callee ptime 0-100
11. caller ptime 0-100
12. media police strip | reject | degrade
13. action cac complete
14. complete
15. cac-policy-set global cac-policy-num
16. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

SBC の SBE 機能モードを開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

例：

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 5

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table Transrate

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーの適用を開始するには、使用される最
初のテーブルを定義する必要があります。

• table-name：最初に処理すべきアドミッション コント
ロール テーブル。

ステップ 6

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
Transrate

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。
list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope
コマンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で
制限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブル内の各エントリに
適用される範囲の選択をイネーブルにします。

例：

list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope call

• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベン
ト。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベン
ト。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：宛先が同じイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
ステップ 10 callee ptime <0-100>
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee ptime 30

ステップ 11 caller ptime <0-100>
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller ptime 40

ステップ 12 media police strip | reject | degrade

この CAC エントリを使用してコールすることを強制され
ている着信側のパケット化時間を設定します。
デフォルトでは 0 ミリ秒が設定されており、トランスレー
ティングが実行されません。
この CAC エントリを使用してコールすることを強制され
ている発信側のパケット化時間を設定します。
デフォルトでは 0 ミリ秒が設定されており、トランスレー
ティングが実行されません。

SBC が、メディア コールの帯域幅限界を超えるメディア
ストリームを処理する方法を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# media police strip

ステップ 13 action cac-complete

イベントが一致する場合は、この CAC ポリシーは終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac complete
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 14 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 15 cac-policy-set global policy-num
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 1

グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-num：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー セッ
ト番号。ポリシー セットは、complete 状態でなければ
デフォルト ポリシーとして割り当てることはできませ
ん。

ステップ 16 end

CAC コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

新しいコーデック ポリシーを使用したトランスレーティング
ここでは、トランスレーティング機能をイネーブルにするために SBC を設定します。これは、トラン
スレーティングを設定するために「同じコーデック ポリシーを使用したトランスレーティング」
（P.903）で説明したメカニズムの代替メカニズムです。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. codec list list-name
5. policy {minimum | transrating}
6. codec codec-name packetization-period packet-period [priority priority-value]
7. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC の SBE 機能モードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

codec list list-name

コーデック リストを作成しコーデック リスト モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# codec list PCMU

ステップ 5

ステップ 6

policy {minimum | transrating}

次のいずれかに指定されたパケット化期間ポリシーを設定
します。

例：

• minimum：パケット化期間は最小値です。

Router(config-sbc-sbe-codec-list)# policy
minimum

• transrating：パケット化期間は、トランスレーティン

codec codec-name packetization-period
packet-period [priority priority-value]

グです。
コーデックをコーデック リストに追加し、コーデックの最
小パケット化期間とプライオリティ値を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU
packetization-period 200 priority 1

ステップ 7

CAC コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# end

SRTP とトランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の
設定
Secure Real-Time Transport Protocol（SRTP）は、トランスコーディングとは無関係ですが、同時に両
方を使用するように設定できます。
ここでは、SRTP とトランスコーディング機能をイネーブルにするように Unified SBC を設定します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
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6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. cac-scope {list of scope options}
10. srtp support allow
11. srtp caller forbid | mandate | allow | prefer
12. srtp callee forbid | mandate | allow | prefer
13. srtp interworking forbid | allow
14. srtp media interworking forbid | allow
15. action next-table goto-table-name
16. exit
17. exit
18. cac-table table-name
19. table-type limit list of limit tables
20. entry entry-id
21. match-value key
22. callee-codec-list list-name
23. action cac-complete
24. complete
25. cac-policy-set global cac-policy-num
26. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

sbe

SBC の SBE 機能モードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ

例：

レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 3

ステップ 5

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table C3

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーの適用を開始するには、使用される最
初のテーブルを定義する必要があります。

• table-name：最初に処理すべきアドミッション コント
ロール テーブル。

ステップ 6

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table C3

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

910

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）SPA DSP サービス
Unified SBC の設定

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。
list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを作
成または変更するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブル内の各エントリに
適用される範囲を選択します。

例：

list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope global

• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベン
ト。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベン
ト。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：宛先が同じイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
ステップ 10 srtp support allow

SRTP サポートを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp support allow

ステップ 11 srtp caller forbid | mandate | allow | prefer
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp caller mandate

次のいずれかの SRTP 設定を使用して、コールの発信側の
SRTP を設定します。

• forbid：SRTP はコールの発信側でサポートされませ
ん。

• mandate：SRTP はコールの発信側で必須です。
• allow：SRTP はコールの発信側で任意です。
• prefer：この隣接では SRTP が優先されます。RTP お
よび SRTP の両方が受信で許可されますが、送信では
SRTP のみが提供されます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 12 srtp callee forbid | mandate | allow | prefer

コールの着信側の SRTP を設定します。

• forbid：SRTP はコールの着信側でサポートされませ
例：

ん。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp callee mandate

• mandate：SRTP はコールの着信側で必須です。
• allow：SRTP はコールの着信側で任意です。
• prefer：この隣接では SRTP が優先されます。RTP お
よび SRTP の両方が受信で許可されますが、送信では
SRTP のみが提供されます。

ステップ 13 srtp interworking forbid | allow

SRTP と RTP 間のインターワーキングを設定します。
• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー

例：

キングを禁止します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp interworking allow

ステップ 14 srtp media interworking forbid | allow

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のインターワー
キングを許可します。

SRTP と RTP 間のメディア インターワーキングを設定しま
す。

• forbid：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イ

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# srtp media interworking allow

ンターワーキングを禁止します。

• allow：コールに対し SRTP と RTP 間のメディア イン
ターワーキングを許可します。

ステップ 15 action next-table goto-table-name

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。

• goto-table-name：イベントがエントリに一致する場合

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action next-table xcode

ステップ 16 exit

に処理する次のルーティング テーブルを指定します。

CAC テーブル エントリ コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 17 exit

CAC テーブル コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 18 cac-table table-name
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
xcode

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。

ステップ 19 table-type limit list of limit tables

match-value コマンドで照合するテーブル タイプの制限を
設定します。ここに示す例では、次のテーブル タイプを使
用します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit dst-adjacency

• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
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コマンドまたはアクション
ステップ 20 entry entry-id

目的
アドミッション コントロール テーブルのエントリを変更
するには、CAC テーブル エントリ モードを開始します。

• entry-id：テーブル エントリを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 21 match-value key
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value nav4B

ステップ 22 callee-codec-list list-name
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-codec-list PCMU

ステップ 23 action cac-complete

コール アドミッション制御（CAC）制限テーブルにある
エントリの照合値を設定します。

• key：イベントの照合に使用するキーワードを指定しま
す。キーの形式は、table-type 制限によって決定され
ます。
コールの着信側レッグで使用が許可されているコーデック
をリストします。

• list-name：コーデック リストの名前を指定します。最
大サイズは 30 文字です。
イベントが一致する場合は、この CAC ポリシーは終了し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

ステップ 24 complete

セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 25 cac-policy-set global policy-num
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 3

グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-num：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー セッ
ト番号。ポリシー セットは、complete 状態でなければ
デフォルト ポリシーとして割り当てることはできませ
ん。

ステップ 26 end

CAC コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

インバンド DTMF インターワーキングのための Unified SBC の設定
SPA DSP は、インバンドと呼ばれる、リアルタイム転送プロトコル（RTP）ストリームで再生する
DTMF トーンを検出するために使用できます。インバンド DTMF インターワーキングは SPA DSP リ
ソースを使用し、プレーン コールおよびトランスコーディングされたコールに使用できます。
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（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-table table-name
6. cac-table table-name
7. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
8. entry entry-id
9. cac-scope {list of scope options}
10. callee inband-dtmf-mode always
11. caller inband-dtmf-mode never
12. action next-table goto-table-name
13. complete
14. cac-policy-set global cac-policy-num
15. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc mySBC

ステップ 3

sbe

SBC の SBE 機能モードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ

例：

レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 4

ステップ 5

first-cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table C4

処理する最初のポリシー テーブルの名前を設定します。
CAC ポリシーには、設定済みのテーブルが数多くありま
す。CAC ポリシーの適用を開始するには、使用される最
初のテーブルを定義する必要があります。

• table-name：最初に処理すべきアドミッション コント
ロール テーブル。

ステップ 6

cac-table table-name

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table C4

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブルを設定するための CAC テーブル
モードを開始します。必要な場合はテーブルを作成しま
す。
• table-name：アドミッション コントロール テーブル
名。
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBC ポリシー セットのコンテキスト内で CAC テーブルの
テーブル タイプを設定します。
list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベントがこ
のタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較します。
• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを比較
します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比較
します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較し
ます。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較します。
• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較します。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、CAC
設定から隣接グループごとにイネーブルまたはディセーブ
ルにできます。adj-group テーブル タイプは、送信元また
は宛先の隣接グループで一致します。

policy-set キーワードが指定されている場合、cac-scope コ
マンドを使用して、CAC ポリシー セット テーブル内で制
限が適用される、各エントリ内の範囲を設定します。
ステップ 8

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブルのエントリを作成
または変更するには、CAC テーブル エントリ モードを開
始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

cac-scope {list of scope options}

CAC の制限がポリシー セット テーブル内の各エントリに
適用される範囲を選択します。

例：

list of scope options：イベント照合に使用される次のいず
かのストリングを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# cac-scope global

• account：同じアカウントからのイベント。
• adjacency：同じ隣接からのイベント。
• adj-group：同じ隣接グループのメンバーからのイベン
ト。

• call：スコープの限界は単一コール単位です。
• category：同じカテゴリを持つイベント。
• dst-account：同じアカウントに送信されるイベント。
• dst-adj-group：同じ隣接グループに送信されるイベン
ト。

• dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベント。
• dst-number：宛先が同じイベント。
• global：スコープの限界はグローバルです。
• src-account：同じアカウントからのイベント。
• src-adj-group：同じ隣接グループからのイベント。
• src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
• src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
ステップ 10 callee inband-dtmf-mode {always | inherit |
maybe | never}

着信側の DTMF インバンド モードを設定します。

• always：インバンド DTMF トーンはエンドポイント
で常に使用されています。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee inband-dtmf-mode always

• inherit：エンドポイントのインバンド DTMF モード
はこの CAC エントリの影響を受けません。
• maybe：DTMF の代替形式が使用されていることがシ
グナリングによって示されない限り、インバンド
DTMF トーンはエンド ポイントで使用されます。

• never：エンド ポイントは、インバンド DTMF を使用
しません。
ステップ 11 caller inband-dtmf-mode {always | inherit |
maybe | never}

発信側の DTMF インバンド モードを設定します。

• always：インバンド DTMF トーンはエンドポイント
で常に使用されています。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller inband-dtmf-mode never

• inherit：エンドポイントのインバンド DTMF モード
はこの CAC エントリの影響を受けません。
• maybe：DTMF の代替形式が使用されていることがシ
グナリングによって示されない限り、インバンド
DTMF トーンはエンド ポイントで使用されます。

• never：エンド ポイントは、インバンド DTMF を使用
しません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

918

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）SPA DSP サービス
SBC の SPA DSP サービスの設定例

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 12 action next-table goto-table-name

このルーティング エントリが選択された場合に実行するア
クションを設定します。

• goto-table-name：イベントがエントリに一致する場合

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action next-table xcode

ステップ 13 complete

に処理する次のルーティング テーブルを指定します。
セット全体をコミットしたら、CAC ポリシー セットを完
了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 14 cac-policy-set global policy-num
例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set global 4

グローバル CAC ポリシー セットをアクティブにします。
CAC ポリシー セットは、complete 状態でなければデフォ
ルト ポリシーとして割り当てることはできません。

• policy-num：1 ～ 2147483647 のコール ポリシー セッ
ト番号。ポリシー セットは、complete 状態でなければ
デフォルト ポリシーとして割り当てることはできませ
ん。

ステップ 15 end

CAC コンフィギュレーション モードを終了し、特権
EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# end

SBC の SPA DSP サービスの設定例
ここでは、次の例を示します。

• 「設定例：SPA DSP の DSP ファーム サービスのイネーブル化」（P.919）
• 「DSP ファーム プロファイルの設定例」（P.919）

設定例：SPA DSP の DSP ファーム サービスのイネーブル化
次に、SPA DSP で DSP ファーム サービスをイネーブルにする例を示します。
enable
configure terminal
voice-card 0/2
dsp services dspfarm
end

DSP ファーム プロファイルの設定例
次に、DSP ファーム プロファイルを設定する例を示します。
enable
configure terminal
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dspfarm profile 1 transcode
description enables transcoding
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
codec g723r63
codec ilbc
codec gsmamr-nb
codec g726r32
codec g729br8
associate application sbc
maximum session 300
end

DBE の DSP ファーム プロファイルの設定例
次に、DBE で DSP ファーム プロファイルを設定する例を示します。
enable
configure terminal
sbc MySBC dbe
associate dspfarm profile 1
end

SDP の分析を非アクティブにするように SBC を設定する例
次に、トランスコーディングされたコールを設定する SDP 分析を非アクティブにするように SBC を設
定する例を示します。
enable
configure terminal
sbc mySBC dbe
no activate
vdbe
no attach-controllers
transcoding check none
controller h248 1
no transrating check
exit
attach-controllers
exit
activate

end

Unified SBC の設定例
ここでは、次の例を示します。

• 「設定例：DSP ファーム プロファイルと Unified SBC の関連付け」（P.921）
• 「トランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定例」（P.921）
• 「トランスレーティングをイネーブルにするための Unified SBC の設定例」（P.921）
• 「SRTP とトランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定例」（P.922）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

920

OL-19820-11-J

Cisco Unified Border Element（SP Edition）SPA DSP サービス
Unified SBC の設定例

• 「インバンド DTMF インターワーキングのための Unified SBC の設定例」（P.923）

設定例：DSP ファーム プロファイルと Unified SBC の関連付け
次に、Unified SBC を DSP ファーム プロファイルに関連付ける例を示します。
enable
configure terminal
sbc mySBC
associate dspfarm profile 1
end

トランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の設定例
次に、トランスコーディングをイネーブルにするように Unified SBC を設定する例を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
enable
configure terminal
sbc mySBC
sbe
cac-policy-set 1
first-cac-scope dst-adjacency
first-cac-table codec-dst-acc
cac-table codec-dst-acc
table-type limit dst-adjacency
entry 1
match-value nava
caller-codec-list PCMU
callee-codec-list PCMA
media police strip
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 1
codec-list PCMU
codec PCMU
exit
codec-list PCMA
codec PCMA
exit
end

トランスレーティングをイネーブルにするための Unified SBC の設定例
（注）

トランスレーティングは、コーデック間ではなく、同じコーデックを使用した異なるレートに対しての
みサポートされます。したがって、トランスレーティングとトランスコーディングは同時に実行できま
せん。
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次に、同じコーデック ポリシーを使用してトランスレーティング機能をイネーブルにするために
Unified SBC を設定する例を示します。
enable
configure terminal
sbc mySBC
sbe
cac-policy-set 2
first-cac-table Transrate
cac-table Transrate
table-type policy-set
entry 1
cac-scope call
callee ptime 30
caller ptime 20
media police strip
action cac complete
complete
cac-policy-set global 2
end

次に、同じコーデック ポリシーを使用してトランスレーティング機能をイネーブルにするために
Unified SBC を設定する例を示します。
enable
configure terminal
sbc MySBC
sbe
codec list PCMU
policy transrating
codec PCMU packetization-period 200 priority 1
end

SRTP とトランスコーディングをイネーブルにするための Unified SBC の
設定例
次に、SRTP とトランスコーディング機能をイネーブルにするように SBC を設定する例を示します。
enable
configure terminal
sbc mySBC
sbe
cac-policy-set 3
first-cac-table C3
cac-table c3
table-type policy-set
entry 1
cac-scope global
srtp support allow
srtp caller mandate
srtp callee mandate
srtp interworking allow
srtp media interworking allow
action next-table xcode
exit
exit
cac-table xcode
table-type limit dst-adjacency
entry 1
match-value nav4b
callee-codec-list PCMU
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action cac-complete
complete
cac-policy-set global 3
end

インバンド DTMF インターワーキングのための Unified SBC の設定例
次に、Unified SBC でインバンド DTMF 送信を設定する例を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
enable
configure terminal
sbc mySBC
sbe
cac-policy-set 4
first-cac-table c4
cac-table c4
table-type policy-set
entry 1
cac-scope global
callee inband-dtmf-mode always
caller inband-dtmf-mode never
action next-table xcode
exit
exit
cac-table xcode
table-type limit dst-adjacency
entry 1
match-value spab
callee-codec-list PCMU
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 4
end
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第 12 部：管理と操作

ポリシー違反統計情報のトラッキング
ユーザは、番号分析ポリシー、ルーティング ポリシー、または Call Admission Control（CAC; コール
アドミッション制御）ポリシーで確立されたルールに基づいて Cisco Unified Border Element（SP
Edition）が拒否したコールの数を追跡できます。また、これらの拒否されたコールに関連するポリ
シー違反統計情報を表示して問い合せることができるため、既存のポリシーを変更する必要があるかど
うかを判断するのに役立ちます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
ポリシー違反統計情報の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「コール ポリシー違反統計情報のトラッキングの制約事項」（P.928）
• 「ポリシー違反統計情報に関する情報」（P.928）
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コール ポリシー違反統計情報のトラッキングの制約事項
ポリシー違反統計情報における次の制約事項を検討します。

• 新しいコール障害だけがこの機能により追跡されます。
• ローカル ポリシーに関連するコール障害だけが記録されます。ダウンストリーム シグナリング デ
バイスによって拒否されるコールは、この統計情報には含まれません。

ポリシー違反統計情報に関する情報
ここでは、次に関する情報について説明します。

• 「指定された時間間隔でのポリシー違反統計情報」（P.928）
• 「ポリシー セットおよびエントリ単位の統計情報」（P.928）
• 「ポリシー違反統計情報の自動トラッキング」（P.929）
• 「ポリシー違反統計情報とハンティング」（P.930）

指定された時間間隔でのポリシー違反統計情報
表 1 に、特定の時間間隔で指定された Signaling Border Element（SBE）での障害統計情報を表示して
クリアするコマンドを一覧表示します。
表 1

時間ベースのポリシー違反統計情報のコマンド

clear sbc service-name sbe policy-failure-stats

現在および以前の時間間隔におけるポリシー
違反統計情報をクリアします。

ポリシー セットおよびエントリ単位の統計情報
ルーティング、番号検証、または CAC テーブルで設定されたポリシーによりコールが失敗したかどう
かを判断するために、ユーザは特定のポリシー テーブルまたはテーブル エントリのポリシー違反統計
情報を表示できます。表 2 に、ポリシー セットに関連するポリシー テーブル内の統計情報を表示して
クリアするコマンドを一覧表示します。
表 2

ポリシー セット内の PolicyTables の統計情報に使用するコマンド

show sbc service-name sbe cac-policy-set policy
set-id tables

指定のポリシー セットに関連する CAC ポリ
シー テーブルの概要（失敗したコールの数を
含む）を表示します。

clear sbc service-name sbe cac-rejection-stats

すべての CAC ポリシー違反統計情報をクリア
します。

show sbc service-name sbe call-policy-set policy
set-id tables

特定のポリシー セットに関連するルーティン
グ ポリシー テーブルの概要（失敗したコール
の数を含む）を表示します。
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表 2

ポリシー セット内の PolicyTables の統計情報に使用するコマンド （続き）

show sbc service-name sbe cac-policy-set policy
set-id tables

指定のポリシー セットに関連する CAC ポリ
シー テーブルの概要（失敗したコールの数を
含む）を表示します。

clear sbc service-name sbe call-rejection-stats

すべてのルーティングおよび番号分析ポリ
シーの拒否統計情報をクリアします。

show sbc service-name sbe cac-policy-set policy
set-id table name entries

指定された CAC ポリシー テーブル全体を表
示します。

表 3 に、CAC ポリシー テーブルおよびルーティング テーブル内の特定のエントリの詳細な情報を表示
するコマンドを一覧表示します。
表 3

エントリ単位の統計情報のコマンド

show sbc service-name sbe cac-policy-set policy 指定の CAC テーブルに関連するエントリの概
set-id table name entries
要を表示します。
show sbc service-name sbe call-policy-set policy ルーティング テーブルの指定のエントリの詳
set-id table name entry entry
細な統計情報を表示します。
show sbc service-name sbe call-policy-set policy 指定のルーティング テーブルに関連するエン
set-id table name entries
トリの概要を表示します。

ポリシー違反統計情報の自動トラッキング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のようなコール属性セットに関するポリシー違反統
計情報を自動的に追跡します。

• すべての設定された隣接に関する送信元単位の隣接統計情報
• すべての設定された隣接に関する宛先単位の隣接統計情報
• すべての設定されたアカウントに関する送信元単位のアカウント統計情報
• すべての設定されたアカウントに関する宛先単位のアカウント統計情報
表 4 に、自動的に追跡されたポリシー違反統計情報を表示してクリアするコマンドを一覧表示します。
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表 4

自動的に追跡された統計情報のコマンド

show sbc service-name sbe policy-failure-stats
src-adjacency table-name period

指定された時間間隔での指定された送信元隣
接のポリシー統計情報を表示します。period
パラメータの値は、次のいずれかである必要
があります。

• current5mins
• previous5mins
• current15mins
• previous15mins
• currenthour
• previoushour
• currentday
• previousday

clear sbc service-name sbe policy-failure-stats
src-adjacency table-name

指定された送信元隣接のポリシー統計情報を
クリアします。

統計情報は、5 分間隔（毎時 0、5、10、15 分など）で収集されます。たとえば、多様なバケットでカ
バーされる期間において、12:43 は次のように表されます。

• 現在の 5 分間：12:40-12:43
• 直前の 5 分間：12:35-12:40
• 現在の 15 分間：12:30-12:43
• 直前の 15 分間：12:15-12:30
• 現在の 1 時間：12:00-12:43
• 1 時間前：11:00-12:00
• 今日：00:00-12:43
• 昨日：00:00-24h - 00:00
カウンタは増え続けることができます。カウンタは、完了したイベントをカウントし続けます。カウン
タの値を報告するときに、この期間に発生したイベント数の合計が報告されます。カウンタの例として
は、コール試行の合計数、失敗したコール試行数、およびアクティブなコールの失敗数があります。
ゲージとは増減が可能なカウンタです。一般に、あるものが現在、どの程度の数量で存在するかを示し
ます。ゲージの値を報告するときは、現在の値か、より長期間にわたって計測した場合であれば、この
期間中の平均値のいずれかが示されます。ゲージの例には、アクティブなコール数、アクティブ化して
いるコール数、非アクティブのコール数があります。

ポリシー違反統計情報とハンティング
CAC モジュールがコールを拒否した場合、または否定応答したか応答がなかったために、選択された
宛先隣接にコールを送信できなかった場合に、コールハンティングが発生します。コールハンティング
は、ルーティングテーブルから代替の隣接を選択し、新しく選択された宛先隣接を使用してコールを再
試行するプロセスです。
ハンティングは、次のいずれかの条件が満たされるまで継続されます。
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• コールが接続される。
• 再試行に使用できる隣接がもはや存在しない。
• コールを何回もハントしすぎた。

グローバル統計情報とコール ハンティング
コールがハンティング後に接続された場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のグ
ローバル統計情報のいずれにもコールを含めません。

• コール設定障害の合計
• 番号分析によるコール設定障害の合計
• ルーティングによるコール設定障害の合計
• CAC によるコール設定障害の合計
• コール制限数による CAC 障害
• コール レート制限による CAC 障害
• メディア チャネル制限による CAC 障害
• 帯域幅制限による CAC 障害
コールが番号分析後に失敗した場合、ハンティングは発生しません。Cisco Unified Border Element
（SP Edition）は次のグローバル統計情報にコールを含めます。

• コール設定障害の合計
• 番号分析によるコール設定障害の合計
コール失敗の初回時は、宛先隣接がルーティング テーブルに見つからないため、コールはルーティン
グされ、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は次のグローバル統計情報にコールを含めます。

• コール設定障害の合計
• ルーティングによるコール設定障害の合計

CAC ポリシーがコールを続行する権限を拒否したためにコールが失敗した場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は、CAC によるコール設定障害の合計の統計情報にこの失敗を含めます。さら
に、コールは、CAC 制限の性質により、次のいずれかの統計情報に含まれます。
• コール制限数による CAC 障害
• コール レート制限による CAC 障害
• メディア チャネル制限による CAC 障害
• 帯域幅制限による CAC 障害

テーブル単位およびエントリ単位の統計情報とコール ハンティング
コールが N 回のハンティングを受けた場合、コールは番号分析テーブルを 1 回、ルーティング テーブ
ルと CAC テーブルを N 回トラバースします。ただし、CAC テーブルは、コールが CAC テーブルをト
ラバースするたびにコールを拒否できます。CAC テーブルがコールを拒否するたびに、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は CAC 制限の設定を担っていたテーブルとエントリを検出し、次の値
を増加させます。

• CAC テーブルにより拒否されるコールの数
• テーブル エントリにより拒否されるコールの数
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隣接単位およびアカウント単位の統計情報とコール ハンティング
コールがハンティング後に接続された場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のアカ
ウント単位または隣接単位の統計情報にコールを含めません。

• コール設定障害の合計
• 番号分析によるコール設定障害の合計
• CAC によるコール設定障害の合計
• レート制限による CAC 障害
• メディア チャネル制限による CAC 障害
• 帯域幅制限による CAC 障害
コールが番号分析により失敗した場合、ハンティングは発生せず、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、次のアカウント単位および送信元単位の隣接統計情報にコールを含めます。

• コール設定障害の合計
• 番号分析によるコール設定障害の合計
ハンティングが発生する前にルーティング テーブルでコールが失敗した場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は、次の送信元アカウント単位および送信元隣接単位の統計情報にコールを含
めます。

• コール設定障害の合計
• ルーティングによるコール設定障害の合計
コール設定障害の合計の統計情報に含まれるコールは、送信元隣接単位、宛先隣接単位、送信元アカウ
ント隣接単位、および宛先アカウント単位の統計情報に含まれます。さらに、CAC ポリシーがコール
権限の続行を拒否したために最新のハンティングの試みが失敗した場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は、CAC によるコール設定障害の合計の統計情報での失敗を、送信元隣接単
位、宛先隣接単位、送信元アカウント単位、および宛先アカウント単位の統計情報に含めます。また、
コールは、CAC 制限の性質により、次のいずれかの統計情報に含められます。

• コール制限数による CAC 障害
• コール レート制限による CAC 障害
• メディア チャネル制限による CAC 障害
• 帯域幅制限による CAC 障害
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SNMP の実装
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易
ネットワーク管理プロトコル）が次の MIBS で定義されています。
• CISCO-SESSION-BORDER-CONTROLLER-EVENT-MIB：Cisco Unified Border Element（SP
Edition）によって生成された SNMP 通知およびアラームを定義します。この MIB は、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）によって生成された通知およびトラップを SNMP マネー
ジャに送信します。

• CISCO-SESSION-BORDER-CONTROLLER-STATS-MIB：Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の SNMP 統計情報を定義します。2 つのタイプはコール統計とメディア統計です。コー
ルは Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）コールおよび H.323 コールと
分類され、メディア統計は RTP を参照します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SNMP の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）の実装が Cisco IOS XR に追
加されました。

内容
• 「SNMP の実装の前提条件」（P.934）
• 「SNMP の実装について」（P.934）
• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP の実装方法」（P.935）
• 「SNMP の実装の設定例」（P.937）
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SNMP の実装の前提条件
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP を実装するための前提条件を示します。
• ルータの実行コンフィギュレーションを変更するために十分なユーザ特権を持っている必要があり
ます。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定しておく必要があります。
• SNMP MIB にアクセスして SBC MIB 統計の SNMPv2 ポーリングを実行する前や、SNMPv3 ポー
リングの SNMP ユーザおよびグループを設定する前に、Cisco IOS XR で snmp-server
community コマンドを使用することによって SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリングを設
定する必要があります。snmp-server community コマンドの詳細については、『Cisco IOS
Network Management Command Reference』を参照してください。

SNMP の実装について
ここでは、SBC の SNMP の実装方法について説明します。

• 「SNMP 通知」（P.934）
• 「SNMP 統計」（P.935）

SNMP 通知
表 1 に、SNMP 通知のタイプを示します。
表 1

SNMP 通知のリスト

タイプ

説明

送信元アラート通知

メディアが予期せぬ送信元から受信されたことを指定します。

ブラックリスト通知

ブラックリスト テーブルからの送信元を追加または削除します。

隣接ステータス通知

SBC からの隣接を接続または切断します。

SLA 違反通知

Service Level Agreement（SLA; サービス レベル契約）の違反が
ポリシー テーブルに記述されていることを指定します。SLA は、
許可された最大コール数、最大コール レート、最大帯域幅などが
含まれています。

RADIUS 接続ステータス通知

RADIUS サーバへの SBC 接続が失われているのか復旧しているの
かを指定します。

H.248 コントローラ ステータス Data Border Element（DBE）またはリモート トランスコーダのい
ずれかの H.248 制御エンティティが、SBC に接続されているのか、
あるいは SBC から切断されているのかを指定します。サポートさ
れている H.248 制御エンティティについては、本マニュアルの他
の項を参照してください。
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SNMP 統計
表 2 に、SNMP 統計のタイプを示します。
表 2

SNMP 統計のリスト

タイプ

説明

グローバル コール統計

コール レート、メディア フロー、シグナリング フローなどの、グローバル
コール関連統計を表します。show sbc dbe media-stats コマンドは、グ
ローバル コール統計の出力を表示します。

定期統計

現在の 5 分間、前の 5 分間、現在の 15 分間、前の 15 分間、現在の 1 時間、
前の 1 時間など、特定の期間の SBC コール統計に関する情報を表します。
show sbc sbe call-stats コマンドは、定期統計の出力を表示します。

フロー単位統計

SBC メディア フロー統計を表します。これらのメディア統計は、現在稼動
中の各コール フローに使用されます。show sbc dbe media-flow-stats コマ
ンドは、フロー単位統計の出力を表示します。

H.248 統計

H.248 コントローラが SBC と関連付けされている場合 H.248 コール関連統
計の情報を表します。show sbc dbe controllers コマンドは、H.248 統計の
出力を表示します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP
の実装方法
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP を実装するには、次の前提条件が必要です。
• 「SNMP 通知の設定」（P.935）

SNMP 通知の設定
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP 通知を設定するには、次の作業を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. snmp-server enable traps sbc {adj-status | blacklist | h248-ctrlr-status | qos-statistics |
radius-conn-status | sla-violation | source-alert}
3. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

snmp-server enable traps sbc {adj-status |
blacklist | congestion-alarm |
h248-ctrlr-status | media-source |
qos-statistics | radius-conn-status |
sla-violation | source-alert}

イネーブルにする SBC 通知タイプを指定します。

• adj-status キーワードを使用して、隣接が SBE に接続
されたり SBE から切断されたりするときに、SNMP
SBC 隣接ステータス トラップをイネーブルにします。
• blacklist キーワードを使用して、送信元がブラックリ

例：
Router(config)# snmp-server enable traps sbc
blacklist

スト テーブルに追加されたりブラックリスト テーブル
から削除されたりするときに、SNMP SBC ダイナミッ
ク ブラックリスト トラップをイネーブルにします。

• SNMP SBC 輻輳アラーム トラップをイネーブルにす
るには、congestion-alarm キーワードを使用します。
• h248-ctrlr-status キーワードを使用して、SNMP SBC
H.248 コントローラ ステータス トラップをイネーブル
にします。分散配置モデルに対して、DBE が SBC に
接続されたり、SBC から切断されたりします。
• SNMP SBC メディア送信元アラート トラップをイ
ネーブルにするには、media-source キーワードを使
用します。

• QoS 統計トラップをイネーブルにするには、
qos-statistics キーワードを使用します。手順の詳細に
ついては、「QoS 境界の実装」（P.839）を参照してく
ださい。

• radius-conn-status キーワードを使用して、RADIUS
サーバに対する接続が変更される際に SNMP SBC
RADIUS 接続ステータス トラップをイネーブルにし
ます。

• sla-violation キーワードを使用して、ポリシー テーブ
ル内に SLA 違反がある場合に SNMP SBC SLA 違反ト
ラップをイネーブルにします。SLA は、許可された最
大コール数、最大コール レート、最大帯域幅などが含
まれています。

• source-alert キーワードを使用して、メディアが予期
せぬ送信元から受信される際に SNMP SBC 送信元ア
ラート トラップをイネーブルにします。
これらのアラームのロギングの設定の詳細については、
「アラーム ログ」（P.944）を参照してください。
ステップ 3

end

コンフィギュレーション コマンドを終了します。

例：
Router(config)# end
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SNMP の実装の設定例
ここでは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP を実装する場合の、次の設定例を提
供します。

• 「SNMP 通知の設定例」（P.937）

SNMP 通知の設定例
次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SNMP ブラックリスト通知を設定する例を示し
ます。
configure terminal
snmp-server enable traps sbc blacklist
end
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ログを扱うためのさまざまな機能を提供します。ロギ
ングは、指定した条件下でログが生成されるように設定できます。ログは、オン デマンドでも生成で
きます。ログから得られる情報は、ネットワークの操作に関する問題の分析やトラブルシューティン
グ、ネットワークの改善に関する領域の特定などに使用できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

ロギング サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.x
Cisco IOS XE Release
3.5S

syslog 機能は、Cisco IOS XE Release 3.1S 以前のリリースで導入されま
した。
相関 ID を使用してリンクされる特定のコールに関連付けられたすべての
相関ログをイネーブルにできるように、コール ログ相関機能が導入され
ました。
アラーム機能がアラーム ログを処理する新機能を含むように強化されま
した。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「syslog 機能」（P.940）
• 「コール ログ相関」（P.942）
• 「アラーム ログ」（P.944）
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syslog 機能
コンソールに表示されるすべての Cisco Unified Border Element（SP Edition）デバッグ メッセージは、
Cisco IOS の syslog に記録されます。ログ サイズ、パーシステンス、リダイレクションを設定するす
べての Cisco IOS syslog コマンドが、syslog を管理するために使用できます。
コンソール メッセージに加え、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、独自の内部バッファ
にログを記録します。これは問題判別ログと呼ばれ、ソフトウェアの強制リロードが行われた場合や、
sbc dump-diagnostics コマンドを使用した結果として保存されます。問題レポートを作成する場合、
問題判別ログ ファイルは問題のレポートの一部として含まれています。

内部ログ レベル
セッション ボーダ コントローラ（SBC）アプリケーションは、コンソールと問題判別ログの詳細の制
御に内部ログ レベルを使用します。コンソールおよび問題判別ログ レベルはいずれも個別に変更でき
ますが、問題判別ログ バッファのサイズは制限されており、重要なログが失われる可能性があるため、
問題判別ログ レベルを変更することは推奨しません。
デフォルトの SBC 問題判別ログ レベルはコンソールでは 63、バッファでは 60 です。debug sbc
log-level console コマンド、debug sbc log-level filter コマンド、または debug sbc log-level buffer コ
マンドを使用して、デフォルトの SBC 問題判別ログ レベルを変更できます。

90

Syslog レベル
Fatal

80

Error

70

Unexpected

63

Configuration Error

60

Operational

50

Audit

40

Statistics

30

Verbose Operational

20

Verbose Statistics

10

Internal Diagnostic

ログ レベル

syslog 機能のイネーブル化
SBC の syslog 機能をイネーブルにするには、内部ログ レベルを設定し、syslog 固有のロギング コマン
ドを実行します。次の例では、デフォルトの問題判別ログ レベルが 63 （最初の再起動である場合はそ
れ以上のアクションは不要）を前提としています。
1. 次のコマンドを使用してロギングをイネーブルにします。
Router# configure
Router(config)# logging enable
Router(config)# logging standby

（注）

logging standby コマンドにより、アクティブとスタンバイの syslog 設定を同期できます。
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2. syslog メッセージの送信先を設定します。場所には、次のいずれかを設定できます。
– コンソール：logging console <1 ～ 7>
Router(config)# logging console severity-level

– バッファ：logging buffer <1 ～ 7>
Router(config)# logging buffered severity-level

（注）

ロギング統計情報およびロギング バッファを表示するには、show logging コマンドを使用
します。ロギング バッファをクリアするには、clear logging コマンドを使用します。

– syslog サーバ：logging trap <1 ～ 7>
Router(config)# logging
Router(config)# logging
Router(config)# logging
text | context-name}
Router(config)# logging

（注）

host ip_address [tcp[/port] | udp[/port]]
trap severity-level
device-id {hostname | ipaddress interface_name | string
facility number

logging device-id コマンドを使用すると、ログをリモート サーバに送信するときに syslog
メッセージをカスタマイズできます。

– telnet セッション：logging monitor <1 ～ 7>
Router(config)# logging monitor severity-level
Router# terminal monitor

– SNMP 管理ステーション：logging history <1 ～ 7>
Router(config)# logging history severity-level

– スーパーバイザ：logging supervisor <1 ～ 7>
Router(config)# logging supervisor severity-level
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3. syslog メッセージ固有の操作を設定：
Router(config)# logging message syslog_id [level severity_level]
Router# show logging message
Router# clear logging

4. syslog のグローバルな設定：
Router(config)# logging queue queue-size
Router# show logging queue
Router(config)# logging timestamp
Router(config)# logging rate-limit {num {interval | level severity_level |
message syslog_id} | unlimited {level severity_level | message syslog_id}}
Router# show logging

コール ログ相関
コール ログ相関機能により、相関 ID を使用してリンクされる特定のコールに関連付けられたすべての
相関ログをイネーブルにできます。この機能を使用して、特定のコールのログについて、リアルタイム
フィルタリングを行うこともできます。各 SIP コール、REGISTER、SUBSCRIBE、または NOTIFY
メッセージに、64 ビットの診断コリレータが割り当てられます。
次のパラメータに基づいてフィルタを設定できます。

• ダイヤルまたはダイヤル番号
• Session Initiation Protocol（SIP）Universal Resource Identifier（URI; ユニバーサル リソース識別
子）

• リモート シグナリング アドレス
• リモート VPN ID
• 隣接
• VRF
指定したフィルタ タイプと一致するログが、単独の問題判別のトレース ファイルと Inter Process
Signal（IPS: プロセス間シグナル）トレース ファイルに保存されます。
相関ログ フィルタをイネーブルにするには、次のコマンドを使用します。

debug sbc sbc-name correlation-logs filter filter-name [pdtrc-log-level value]
相関ログ フィルタをディセーブルにするには、次のコマンドを使用します。

no debug sbc sbc-name correlation-logs filter filter-name
デバッグ ログ、フィルタ、ログ レベルを表示するには、次のコマンドを使用します。

show debugging
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問題判別ログ レベル
debug sbc sbc-name correlation-logs filter filter-name [pdtrc-log-level value] コマンドの
pdtrc-log-level オプションを使用して、フィルタに問題判別レベルを設定できます。問題判別トレー
ス ログ レベルの範囲は 0 ～ 100 です。デフォルトのログ レベルは 60 です。ログ レベル 100 は、ログ
を 1 つも出力しないことを示し、0 はすべてのログを出力することを示します。
表 1 に、問題判別ログ レベルの一覧を示します。
表 1

問題判別ログ レベル

問題判別ログ レベル

説明

90

クリティカルなシステム エラー

80

メジャーなシステム エラー

70

マイナーなシステム エラー

63

設定エラー

60

コール エラー

55

コール概要

50

コール詳細

40

コール統計情報

30

処理詳細

20

統計情報詳細

10

内部診断

コール ログ相関機能の例
次の例では、相関ログをフィルタリングするためのさまざまなフィルタを示します。
Router# debug sbc test correlation-logs filter ?
adjacency
dn
remote-signalling-address
sip-uri
vrf

Adjacency, matching calls to or from this adjacency
Dialed/dialing number,matching calls to or from this number
Remote signalling address matching to or from this address
SIP-URI, matching calls to or from this URI
VRF name

次の例では、隣接パラメータに基づく相関ログのフィルタリングを示します。
Router# debug sbc test correlation-logs filter adjacency abc
Debugging filter log-level set to default level 60
Router# show debugging
SBC correlator filter Adjacency name is abc
IpsTracing is enabled

次の例では、ダイヤル番号パラメータに基づく相関ログのフィルタリングを示します。
Router# debug sbc test correlation-logs filter dn aa
Debugging filter log-level set to default level 60
Router# show debugging
SBC correlator filter DN is aa
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IpsTracing is enabled

次の例では、リモート シグナリング アドレス パラメータに基づく相関ログのフィルタリングを示しま
す。
Router# debug sbc test correlation-logs filter remote-signalling-address ipv4 192.0.2.1
Debugging filter log-level set to default level 60
Router# show debugging
SBC buffer log-level is 0
SBC correlator
Filter Remote signalling-address ipv4 address is 192.0.2.1
IpsTracing is enabled
SBC correlator
Filter DN is abc
Pd loglevel is 70
IpsTracing is enabled

次の例では、SIP URI パラメータに基づく相関ログのフィルタリングを示します。
Router# debug sbc test correlation-logs filter sip-uri ccc
Debugging filter log-level set to default level 60
Router# show debugging
SBC correlator filter
IpsTracing is enabled
SBC correlator filter
IpsTracing is enabled
SBC correlator filter
IpsTracing is enabled
SBC correlator filter
IpsTracing is enabled

Adjacency name is abc
Remote signalling-address ipv4 address is 192.0.2.1
SIP-URI is ccc
DN is aa

次の例では、VRF パラメータに基づく相関ログのフィルタリングを示します。
Router# debug sbc test correlation-logs filter vrf new ipv4 rsa 192.0.2.1 pdtrc-log-level
70
Debugging filter log-level set to default level 60
Router# show debugging
SBC correlator Filter Remote signalling-address ipv4 address is 192.0.2.1
SBC correlator Filter VRF is new with Vpn(id) = 3
Pd loglevel is 70
IpsTracing is enabled
SBC correlator Filter SIP-URI is 9.0.0.0
Pd loglevel is 0
IpsTracing is enabled

アラーム ログ
SBC の動作に関するさまざまなタイプのイベントのアラームを生成するように SBC を設定できます。
また、システムの機能を監視し、調整に使用できるデバッグ情報を記録するように SBC を設定できま
す。アラームに基づいて、SBC がビジネス要件に従って動作を続行するための是正措置、予防処置を
実行できます。長時間にわたって、SBC によって生成されたアラームを監視し、この情報を分析する
ことも重要です。この要件に対応するため、アラーム ログを生成、表示、保存するように SBC を設定
できます。アラーム ログに表示された情報は、相互運用性の問題や不正な設定など、一般的な問題の
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解決に役立ちます。これらのログは、専門のサポート スタッフが、エスカレーションや調査が必要と
なる可能性のある問題を特定するためにも使用できます。ログ情報を使用して、システム全体の効率を
改善できます。

（注）

すべてのアラーム ログ情報はルート プロセッサのフェールオーバー後に失われます。
アラーム ログを設定するには、次のコマンドのいずれかを組み合わせて使用します。

• アラーム ログを生成する必要があるアラーム タイプを指定するデバッグには、debug sbc
alarm-filter コマンドを使用します。
• アラームをログに記録する出力モードとアラームの重大度を指定するには、debug sbc
alarm-log-level コマンドを使用します。
• ログ ファイルの書き込みを行っている間に、アラーム ログの保存に使用されるバッファの空き領
域が不足することがあります。また、今後の参照できるようにアラーム ログを保存したいと考え
ることもあります。バッファからファイル システムへのアラーム ログ ファイルの定期的な移動を
設定するには、sbc periodic-dump-alarms コマンドを使用します。

• バッファから、指定のファイル システムまたはルータに設定されているデフォルトのファイル シ
ステムにアラーム ログを移動するには、sbc dump-alarms コマンドを使用します。

アラーム ログの設定
ここでは、アラーム ログの設定に使用できるコマンドについて説明します。ここで説明するコマンド
の使用が必須ではないことに注意してください。アラーム ログを設定するには、次のコマンドのいず
れかを組み合わせて使用します。

手順の概要

1. debug sbc sbc-name alarm-filter alarm-type
2. debug sbc sbc-name alarm-log-level [buffer | console] severity-level
3. sbc periodic-dump-alarms {dump-location file-system [time-period time-period] | time-period
time-period}
4. sbc dump-alarms [file-system]
5. show debugging
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

debug sbc sbc-name alarm-filter alarm-type

アラーム ログを生成する必要のあるアラーム タイプを設
定します。

例：

• sbc-name：SBC の名前。

Router# debug sbc MySbc alarm-filter
audit-congestion

• アラーム タイプ：次のいずれかのアラームです。
– audit-congestion：監査輻輳をコールします。
– blacklist-alert：ブラックリスト アラートです。
– blacklist-event：ブラックリスト イベントです。
– h248：H248 接続に失敗しました。
– handled-exception：例外を処理しました。
– routing-component：ルーティング コンポーネン
トがアクティブに設定されていません。

– routing-config：ルーティングの設定がアクティ
ブに設定されていません。

– routing-invalid：無効なルーティング設定です。
– sip-congestion：SIP 輻輳が検出されました。
– sip-peer：SIP ピアを使用できません。
– vqm：Voice Quality Metrics（VQM; 音声品質メ
トリック）のしきい値を超えました。
ステップ 2

debug sbc sbc-name alarm-log-level [buffer |
console] severity-level

例：
Router(config)# debug sbc MySbc alarm-log-level
console 40

アラームをログに記録する出力モードとアラームの重大度
を設定します。

• sbc-name：SBC の名前。
• buffer：アラーム ログをバッファに保存する必要があ
ることを指定します。
（注）

ファイル システムで作成される 1 つのログ ファイ
ルのサイズが 2 MB を超えることはできません。特
定のログ ファイルのサイズが 2 MB に達すると、
新しいファイルが作成され、ロギング出力は新し
いファイルに保存されます。

• console：ログの出力をコンソールに表示する必要があ
ることを指定します。

• severity-level：ログが生成されるアラームの重大度で
す。範囲は 0 ～ 100 です。バッファに保存されている
アラーム ログのデフォルトは 40 です。コンソールに
表示されるアラーム ログのデフォルトは 80 です。ロ
ギングをディセーブルにするには、値を 100 に設定し
ます。値を 0 に設定すると、アラーム重大度のすべて
のレベルについて、ログが生成されます。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbc periodic-dump-alarms {dump-location
file-system [time-period time-period] |
time-period time-period}

バッファからファイル システムへのアラーム ログ ファイ
ルの定期的な移動を設定します。

• dump-location：ファイル システムで、アラーム ログ
を保存する場所を指定します。

例：
Router(config-sbc)# sbc periodic-dump-alarms
dump-location bootflash: time-period 120

• file-system：アラーム ログの移動先とするファイル シ
ステムの名前を指定します。たとえば、file-system は、
次のいずれかになります。

– bootflash:
– flash:
– fpd:
– ftp:
– http:
– https:
– obfl:
– pram:
– rcp:
– scp:
– tftp:
• time-period time-period：ログを移動する間隔を指定
します。範囲は 0 ～ 1440 です。デフォルトは 60 で
す。
（注）

このコマンドの no 形式を使用すると、ログを移動
する間隔は 0 に設定され、ログの定期的な移動は
ディセーブルになります。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sbc dump-alarms [file-system]

バッファから、指定のファイル システムまたはルータに設
定されているデフォルトのファイル システムにアラーム
ログを移動します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# sbc
dump-alarms bootflash:

• file-system：アラーム ログの移動先とするファイル シ
ステムの名前を指定します。たとえば、file-system は、
次のいずれかになります。

– bootflash:
– flash:
– fpd:
– ftp:
– http:
– https:
– obfl:
– pram:
– rcp:
– scp:
– tftp:
ステップ 5

show debugging

ルータに対してイネーブルになっているデバッグのタイプ
に関する情報を表示します。

例：

このコマンドの出力には、debug sbc alarm-filter コマン
ドおよび debug sbc alarm-log-level コマンドを実行して作
成されるデバッグ設定が含まれます。

Router# show debugging

show debugging コマンドの次の出力例は、debug sbc alarm-filter コマンドおよび debug sbc
alarm-log-level コマンドを実行して作成されるデバッグの設定例を示します。この例では、これらの
デバッグ コマンドを使用して、重大度が 60 以上であるアラームについて監査輻輳を呼び出すためにロ
グを生成し、120 分間隔で指定のファイル システムにログを移動する必要があることを指定していま
す。
Router# show debugging
SBC:
SBC buffer alarm-log-level : 60
SBC alarm filter 1 : AUDIT CONGESTION
SBC alarm periodic dump time : 120 min
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SIP 3xx リダイレクト応答
Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）3xx 応答を処理するように Cisco Unified
Border Element（SP Edition）を設定する方法について説明します。3xx は SIP で使用する応答コード
クラスの 1 つであり、要求を完了するためにさらなるアクションが必要であることを示しています。要
求の送信者は、3xx 応答で提示される 1 つ以上の代替 Uniform Resource Identifiers（URI; ユニフォー
ム リソース識別子）を使用して、要求を再試行する必要があります。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP 3xx リダイレクト応答の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP の 3xx リダイレクト応答について」（P.951）
（P.953）
• 「SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定方法」

• 「SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定例」（P.955）

SIP の 3xx リダイレクト応答について
ここでは、次の項目について説明します。
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• 「3xx 応答」（P.952）
• 「Diversion ヘッダー」（P.953）

3xx 応答
3xx 応答は通常、セッション開始要求（INVITE）時だけで発生します。ただし、SIP 仕様では、他の
タイプの要求に対して 3xx 応答の送信を妨げる規定はありません。3xx 応答では、Contact ヘッダー内
にいくつかの代替 URI が指定されます。
3xx 応答クラスには、300 ～ 399 の範囲の応答コードがあり、コールのリダイレクトを示しています。
リダイレクトでは、要求を完了するためにさらなるアクションが必要となります。次に、SIP で定義さ
れている 3xx 応答コードを示します。
• 300 Multiple Choices。要求の中のアドレスが解決されて、それぞれ特定の場所を持ついくつかの
選択肢が指定されています。ユーザまたは User Agent（UA; ユーザ エージェント）は、望ましい
通信エンド ポイントを選択し、要求をその場所にリダイレクトすることが可能です。

• 要求ヘッダー フィールドによって許可されている場合、応答にはリソースの特定値および場所の
リストを含むメッセージ本文を含むことができ、ユーザまたは UA はこの中から最も適切なものを
選択することが可能です。ただし、このメッセージ本文には MIME タイプは定義されていません。
• 選択肢は Contact フィールドとしてもリストされるべきです。応答には、いくつかの Contact
フィールドを含むことも、また 1 つの Contact フィールド内にアドレスの一覧を含むこともできま
す。UA は、Contact ヘッダー フィールドの値を自動リダイレクションに使用したり、選択の確認
をユーザに求めたりすることができます。

• 301 Moved Permanently。ユーザは、Request-URI 内のアドレスにはすでに存在しておらず、要
求を発信したクライアントは Contact ヘッダー フィールドに指定された新しいアドレスで再試行す
べきです。要求側は、ローカル ディレクトリ、アドレス ブック、およびユーザ ロケーション
キャッシュをこの新しい値でアップデートし、以降の要求をこのリストされたアドレスにリダイレ
クトすべきです。

• 302 Moved Temporarily。要求を発信したクライアントは、Contact ヘッダー フィールドに指定さ
れた新しいアドレスで再試行すべきです。新たな要求の Request-URI には、応答内の Contact ヘッ
ダー フィールドの値を使用します。

Contact URI の有効期間は、Expires ヘッダー フィールド、または Contact ヘッダー フィールドの
Expires パラメータによって指定することが可能です。プロキシと UA のいずれも、この URI を
有効期間の間キャッシュすることができます。明示的な有効期間が指定されていない場合、アドレ
スは再送信のために一度だけ有効であり、将来のトランザクションのためにキャッシュしてはなり
ません。

Contact ヘッダー フィールドからキャッシュされた URI が失敗した場合、リダイレクトされた要
求からの Request-URI は、1 回だけ再試行することができます。
• 305 Use Proxy。要求されたリソースは、Contact フィールドに指定されたプロキシを通してアク
セスしなければなりません。Contact フィールドに、プロキシの URI が指定されます。受信者は、
プロキシ経由でこの 1 つの要求を繰り返すことが期待されています。305 応答は、User Agent
Server（UAS; ユーザ エージェント サーバ）だけによって生成されなければなりません。

380 Alternative Service。コールは成功しませんでしたが、代替サービスが可能です。代替サービ
スは、応答のメッセージ本文に記載されています。この情報の形式については現在定義されていま
せん。
いずれの場合も、指定されたいずれかの代替 URI に対して要求を再試行する必要があります。要
求は、送信 UA によって、または送信 UA の代理としての中間 Back-to-back User Agent
（B2BUA）かプロキシによって再試行できます（通知なし）。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は B2BUA であるため、一部の構成では、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、要求の発信側に負の応答を送り返す代わりに、要求を
再試行しなければならない場合があります。

Diversion ヘッダー
呼び出された SIP ユーザ エージェントは、Diversion ヘッダーによって、コールの迂回元と、迂回され
た理由を特定できます。ヘッダーは当初の発信側に次のことを通知します。

• コールが当初のターゲットとは異なる宛先にリダイレクトされたこと
• コールのリダイレクト先の番号
• リダイレクトの理由

Diversion ヘッダーは、要求の最終的な宛先を変更するネットワーキング エレメントによって付加され
ます。

SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border
Element（SP Edition）の設定方法
ここでは、SIP3xx 応答を処理するように Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定する手順
について説明します。

SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border Element（SP
Edition）の設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. redirect-mode mode
6. attach
7. exit
8. redirect-limit limit
9. end
10. show sbc sbc-name sbe adjacencies
11. show sbc sbc-name sbe redirect-limit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

します。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：

義します。

adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前を定
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SipToIsp42

ステップ 5

redirect-mode mode

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip) redirect-mode
recurse

INVITE への 3xx 応答を SIP 隣接から受信したときの
SBC の動作を設定します。
• redirect-mode pass-through：SBC は、すべての
3xx 応答を発信側に返します（デフォルト モー
ド）。

• redirect-mode recurse：300、301、302、および
305 INVITE 応答（redirect-limit に達していない場
合、ステップ 8 を参照）では、SBC は、INVITE
をリストの最初にある通信アドレスに再送信しま
す。その他の場合、SBC は 3xx 応答を送り返しま
す。

• no redirect-mode：このコマンドの no 形式を使用
すると、隣接はデフォルトの動作に戻ります。
ステップ 6

attach

隣接をアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 7

exit

隣接 SIP モードを終了し、SBE モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

redirect-limit limit

SBC が指定のコールで実行するリダイレクトの最大数
を設定します。

• redirect-limit limit：コールが失敗するまでに実行
されるリダイレクトの最大数を表す数値（範囲は 0
～ 100、デフォルトは 2）。

例：
Router(config-sbc-sbe)# redirect-limit 4

• no redirect-limit：このコマンドの no 形式を使用
すると、隣接はデフォルトの動作に戻ります。
ステップ 9

SBE モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 10 show sbc sbc-name sbe adjacencies

SBE に設定されている隣接を一覧表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe adjacencies

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe redirect-limit

コールあたりに実行されるリダイレクトの最大数に関
する現在の制限を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe redirect-limit

SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border Element
（SP Edition）の設定例
ここでは、SIP 3xx 応答を処理するための 2 つの簡単な設定について説明します。
次のコマンドでは、隣接「SipToIsp42」が、300、301、302、および 305 INVITE 応答に対して再送信
を実行するように設定します。
Router(config)# sbc mySbc sbe adjacency sip SipToIsp42
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode recurse
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

次のコマンドでは、SBE がコールあたり最大 4 回の SIP 3xx リダイレクトを実行するように設定しま
す。
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# redirect-limit 4
Router(config-sbc-sbe)# end

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

955

SIP 3xx リダイレクト応答
SIP 3xx 応答の処理に対応する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の設定例

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

956

OL-19820-11-J

SIP コールの保留
Cisco Unified Border Element（SP Edition）の Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロ
トコル）コール保留機能は、発信側を保留にする標準テレフォニー サービスを提供します。コールの
一方が相手を「保留」にする場合、セッション記述プロトコル（SDP）を変更した INVITE 要求を送
信することにより、相手をリインバイト（re-INVITE）します。SIP エンドポイントがコールを保留す
るか、またはコール保留の re-INVITE に応答する場合は、適切な方式を選択します。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は、コール保留 SDP を変更して、SIP デバイスとの相互運用を最大化す
るために使用可能な方式を使用します。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP コール保留の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SIP コール保留について」（P.958）
• 「SDP コール保留インターワーキング」（P.959）
• 「設定例」（P.966）
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）の SIP
コール保留について
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、送信者がコールを保留することを通知する SDP が設
定された SIP re-INVITE を受け入れます。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、必要に応
じて SDP オファーを変更し、リモート エンドポイント アドレスを既知の Data Border Element（DBE）
メディア アドレスに置換します。次に Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、変更された
SDP を含む SIP メッセージをリモート エンドポイントに転送します。
保留されようとしているエンドポイントが re-INVITE を拒否した場合、保留エンドポイント（コール
保留を発信したエンドポイント）にエラー応答が返されます。DBE のメディア ゲートは接続されたま
まとなり、メディアは以前と同様に伝送を続けます。

SIP コール保留の設定方法
ここでは、保留中のコールに「メディアなし」によるタイムアウト期間を設定する手順について説明し
ます。

SIP コール保留の設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. hold-media-timeout timeout
5. end
6. show sbc service-name sbe hold-media-timeout
7. show sbc service-name sbe calls
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

します。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

hold-media-timeout timeout

例：
Router(config-sbc-sbe)# hold-media-timeout 7200

保留中のコールに対して DBE からメディア タイムアウ
ト通知を受信してから、コールを削除するまでに SBE
が待機する時間を設定します。

• DBE は、コールでメディアが停止したことを検出
すると、DBE メディア タイムアウト
Command-Line Interface（CLI; コマンド ライン イ
ンターフェイス）コマンドを使用して、タイマーを
指定された期間実行します。

• このタイマーが期限切れになる前にメディアが伝送
されない場合、DBE は SBE にピンホール タイム
アウト イベント通知を送信します。

• コールが保留中の場合、SBE は、このコマンドで
設定された値と一致する期間をタイマーに設定しま
す。

• SBE タイマーが期限切れになる前にコールの保留
状態が解除されない場合、コールは削除されます。
このコマンドのデフォルト値はオフです。特定の期間
が設定されない限り、保留中のコールはタイムアウト
になりません。
ステップ 5

end

コンフィギュレーション セッションを終了して、特権
EXEC モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 6

show sbc sbc-name sbe hold-media-timeout

保留中のコールのメディア タイムアウト タイマーに現
在設定されている期間を表示します。

例：
Router# show sbc mysbc sbe hold-media-timeout

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe calls

SBE 上のすべてのコールをリストします。

例：
Router# show sbc mysbc sbe calls

SDP コール保留インターワーキング
Cisco IOS XE Release 2.4 では、SDP コール保留インターワーキングのサポートが追加されました。
SDP コール保留インターワーキングでは、SIP を使用してコール保留を設定する方法が 2 とおりありま
す。次のいずれかを実行するために、発信側または着信側が SDP を使用してコール特性を再ネゴシ
エーションできます。

• 接続行がヌル アドレス（c=IN IP4 0.0.0.0）に設定される。
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• あるいはエンドポイントからメディアを受信しないように、接続行がエンドポイントの宛先属性に
設定される。

– これがすでに a=sendrecv に設定されている場合、コールを保留にするエンドポイントはこれ
を a=sendonly に設定します。
– これがすでに a=recvonly に設定されている場合、コールを保留にするエンドポイントはこれ
を a=inactive に設定します。

SIP エンドポイントの中には、接続行をヌル アドレスに設定することをサポートするものと、宛先に設
定することをサポートするものと、両方の方式をサポートするものがあります。さらに、エンドポイン
トの中には、宛先属性を sendonly または inactive に設定するものだけを考慮するものもあります。

SDP コール保留インターワーキングにより、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は上記の方
式のサブセットをサポートする SIP エンドポイントとの相互運用をサポートします。Cisco Unified
Border Element（SP Edition）が、SDP でコールが保留になっていることを検出すると、既存の c=IN
IP4 0.0.0.0 または a=direction 行を削除して、エンドポイントの最適な設定に置き換えます。
コールを保留にするエンドポイントが sendrecv または sendonly の場合、デフォルト動作は次を送信し
ます。

• c=IN IP4 0.0.0.0
• a=sendonly
コールを保留にするエンドポイントが recvonly または inactive の場合、デフォルト動作は次を送信し
ます。

• C=IN IP4 0.0.0.0
• a=inactive

（注）

保留音は、SDP コール保留インターワーキングを使用してサポートされます。

SDP コール保留インターワーキングの設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. first-cac-scope scope-name
6. first-cac-table table-name
7. cac-table table-name
8. table-type {policy-set | limit {list of limit tables}}
9. entry entry-id
10. cac-scope {list of scope options}
11. match-value key
12. caller-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive | hold-c0-sendonly | hold-sendonly | standard}
13. action [cac-complete | next-table goto-table-name ]
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14. exit
15. exit
16. complete
17. active-cac-policy-set policy-set-id
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。

例：

します。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィ
ギュレーションのサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

first-cac-scope scope-name

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実
行する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。

例：

scope-name 引数には制限が最初に定義されるべき範囲

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope
global

を設定します。有効な値は次のとおりです。

• adj-group
• call
• category
• dst-account
• dst-adj-group
• dst-adjacency
• dst-number
• global
• src-account
• src-adj-group
• src-adjacency
• src-number
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、
CAC 設定から隣接グループごとにイネーブルまたは
ディセーブルにできます。

ステップ 6

first-cac-table table-name

例：

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実
行時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定しま
す。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table
RootCacTable

ステップ 7

cac-table table-name

例：

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッ
ション コントロール テーブル（必要に応じて作成しま
す）のコンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
RootCacTable
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

table-type {policy-set | limit {list of limit
tables}}

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、CAC テーブ
ルのテーブル タイプを設定します。

list of limit tables には、次のいずれかの値を指定できま

例：

す。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit event-type

• account：アカウント名を比較します。
• adj-group：隣接グループ名を比較します。
• adjacency：隣接名を比較します。
• all：比較タイプはありません。すべてのイベント
がこのタイプと一致します。

• call-priority：コール プライオリティと比較しま
す。

• category：番号分析が割り当てられたカテゴリを
比較します。

• dst-account：宛先アカウント名を比較します。
• dst-adj-group：宛先隣接グループ名を比較します。
• dst-adjacency：宛先隣接名を比較します。
• dst-prefix：着信ディジット ストリングの先頭を比
較します。

• event-type：CAC ポリシー イベント タイプと比較
します。

• src-account：送信元アカウント名を比較します。
• src-adj-group：送信元隣接グループ名を比較しま
す。

• src-adjacency：送信元隣接名を比較します。
• src-prefix：発番号ストリングの先頭を比較しま
す。
機能は、個々の隣接ごとに行う場合と同じように、
CAC 設定から隣接グループごとにイネーブルまたは
ディセーブルにできます。adj-group テーブル タイプ
は、送信元または宛先の隣接グループで一致します。
ステップ 9

entry entry-id

テーブル内のエントリを作成または変更します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry
1
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コマンドまたはアクション
ステップ 10 cac-scope {list of scope options}
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
cac-scope call

目的
ポリシー セット テーブルで制限を適用する各エントリ
内の範囲を設定します。

• list of scope options：イベント照合に使用される次
のいずかのストリングを指定します。

– account：同じアカウントからのイベント。
– adjacency：同じ隣接からのイベント。
– adj-group：同じ隣接グループのメンバーから
のイベント。

– call：スコープの限界は単一コール単位です。
– category：同じカテゴリを持つイベント。
– dst-account：同じアカウントに送信されるイ
ベント。

– dst-adj-group：同じ隣接グループに送信され
るイベント。

– dst-adjacency：同じ隣接に送信されるイベン
ト。

– dst-number：同じ宛先を持つイベント。
– global：スコープの限界はグローバルです。
– src-account：同じアカウントからのイベント。
– src-adj-group：同じ隣接グループからのイベ
ント。

– src-adjacency：同じ隣接からのイベント。
– src-number：同じ送信元番号を持つイベント。
– sub-category：このスコープで指定される制限
は、同じ加入者カテゴリのメンバーとの間で送
受信されるすべてのイベントに適用されます。

– sub-category-pfx：このスコープで指定される
制限は、同じ加入者カテゴリ プレフィクスの
メンバーとの間で送受信されるすべてのイベン
トに適用されます。

– subscriber：このスコープで指定される制限
は、個々の加入者（レジストラ サーバで登録
されているデバイス）から送受信されるすべて
のイベントに適用されます。
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 11 match-value key
例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
match-value call-update

イベントを一致させるのに使用するキーワードを指定
します。キーの形式は、テーブルタイプによって決定
されます。event-type または call-priority 制限テーブ
ルを設定する場合、このタイプの制限テーブルに適用
されるキーワード オプションだけが表示されます。
制限イベント タイプ テーブル（table-type limit
event-type）の場合、照合値キーワード オプションは
次のとおりです。

• call-update：発番号ストリングの先頭を比較しま
す。

• endpoint-reg：宛先隣接名を比較します。
• new-call：着信ディジット ストリングの先頭を比
較します。
制限コール プライオリティ テーブル（table-type limit
call-priority）の場合、照合値キーワード オプション
は次のとおりです。

• critical：リソース プライオリティが「critical」で
あるコールと一致します。

• flash：リソース プライオリティが「flash」である
コールと一致します。

• flash-override：リソース プライオリティが
「flash-override」であるコールと一致します。
• immediate：リソース プライオリティが
「immediate」であるコールと一致します。
• priority：リソース プライオリティが「priority」
であるコールと一致します。

• routine：リソース プライオリティが「routine」で
あるコールと一致します。
その他のすべての制限テーブルに対して、名前または
ディジット ストリングを入力します。

WORD：照合する名前またはディジット ストリング。
（最大サイズ 255 ）。
ステップ 12 caller-hold-setting {hold-c0 | hold-c0-inactive |

サポートされている発信側の保留設定を設定します。

hold-c0-sendonly | hold-sendonly | standard}

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
caller-hold-setting hold-sendonly

ステップ 13 action [cac-complete | next-table
goto-table-name]

このルーティング エントリが選択された場合に取るア
クションを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
action cac-complete
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コマンドまたはアクション
ステップ 14 exit

目的

cactable エントリ コンフィギュレーション モードを終
了して、cactable モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)#
exit

ステップ 15 exit

cactable コンフィギュレーション モードを終了して、
cacpolicy モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 16 complete

フル セットの確定後、CAC-policy または call-policy
セットを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

ステップ 17 active-cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内にアクティブな CAC-policy-set を
設定します。

例：
Router (config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1

設定例
この項では、設定例を示します。

SIP コール保留の設定例
次のコマンドでは、SBE が保留中のコールにある最後のメディア パケットを受信してから、コール リ
ソースをクリーンするまで 2 時間待機するように設定します。
Router# configure
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# hold-media-timeout 7200

SDP コール保留インターワーキングの設定例
次の例では、Fairchild Foods がオフィスにあるすべての電話を交換しました。新しい電話はコールを
保留するために a=sendonly および c=IN IP4 0.0.0.0 をサポートしていて、a=inactive の設定はサポー
トしていません。ここで、他のお客様の動作を変更することなくこれらの電話が機能するように、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）を再設定します。この変更では、すべてのイベントに対し
てアカウント範囲で新規ポリシーを作成するため、Fairchild Foods の電話が含まれるコールは適切に
保留状態になります。
次の設定変更では、Fairchild が送信元アカウントで着信側がコールを保留にする場合、Fairchild の電
話は SDP で a=inactive を受信しないことが確認されます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
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Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-src-settings
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-src-settings
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit src-account
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value fairchild
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-hold-setting hold-c0-sendonly
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

次の設定変更では、Fairchild が宛先アカウントで送信側がコールを保留にする場合、Fairchild の電話
は SDP で a=inactive を受信しないことが確認されます。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope global
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table callhold-dst-settings
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table callhold-dst-settings
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit dst-account
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value fairchild
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-hold-setting hold-c0-sendonly
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
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SIP 通話転送
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロ
トコル）通話転送、標準インターネット テレフォニー サービスをサポートします。コール転送では、
さまざまな非集中型マルチパーティ コール操作を使用できます。これらの分散通話処理は、第三者の
通話制御の基盤となり、Voice over IP（VoIP）と SIP の重要な機能となります。コール転送は、複数
のポイントツーポイント リンク間でコールを円滑に移行できる会議コールおよび IP レベルのマルチ
キャストにも非常に重要です。Cisco Unified Border Element（SP Edition）SIP 通話転送機能には、基
本的な会話内転送と次のネットワーク トポロジの高度な通話転送が含まれます。

• 一元 SBC
• ネットワーク内の転送
• ネットワーク外の転送
• 同僚への転送

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP 通話転送の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。
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内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「SIP 通話転送サポートの制約事項」（P.970）
• 「SIP コール転送について」（P.970）

SIP 通話転送サポートの制約事項
次に、SIP 通話転送サポートの制約事項の一覧を示します。

• コンフィギュレーション機能は「常にオン」になっていることが想定されています。したがって、
コンフィギュレーションは不要であり、ディセーブルにできません。

• REFER サブスクリプション ステートは、フェールオーバー時には維持されません。したがって、
フェールオーバー後に続く、照会の進捗を示す状態を通知するすべての NOTIFY は失われます。
481 SIP エラー応答が返されます。これによって通話転送が中断されることはありませんが、診断
がイネーブルになっている場合は、数件のエラー ログが出力される場合があります。

SIP コール転送について
REFER 要求
REFER メソッドには 3 つの主要な役割があります。
• 送信元：転送または REFER 要求を開始するユーザ エージェント。
• 宛先：REFER 要求を受信し、最終宛先に転送されるユーザ エージェント。
• 最終受信者：受信者とともにコールに導入されるユーザ エージェント。

REFER メソッドは、必ず既存の通話のコンテキスト内で始まり、送信元から開始されます。送信元は
宛先（REFER 要求を受信するユーザ エージェント）に REFER 要求を送信し、トリガーされた
INVITE 要求を開始します。トリガーされた INVITE 要求では、Refer-To ヘッダーに含まれる SIP
URL が INVITE 要求の宛先として使用されます。
次に、宛先は Refer-To ヘッダー（最終宛先）のリソースに接続し、SIP 202（許可）応答を送信元に返
します。また、宛先は REFER 処理の結果（最終宛先に正常に接続したか、失敗したかどうか）につい
て、送信元に通知する必要があります。この通知は、SIP のイベント通知メカニズムである Notify メ
ソッドを使用して行われます。

NOTIFY メッセージにメッセージ本文 SIP 200 OK が含まれる場合は転送が成功したことを示し、メッ
セージ本文 SIP 503 Service Unavailable が含まれる場合は転送が成功しなかったことを示します。コー
ルが成功した場合は、受信者と最終受信者の間にコールが確立されます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、会話内 REFER 要求を許可し、経由します。標準 SIP
ヘッダーは通常どおり処理されます。通話転送固有のヘッダーは次の方法で処理されます。

• Refer-To ヘッダーは経由され変更されません。
• Referred-By ヘッダー：
– 受信したすべての Referred-By ヘッダーは経由され無視されます。
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– アウトバウンド REFER では、次のヘッダーが書き込まれます。
Referred-By: <sip:endpoint_dn@sbc_adj_sip_domain_name>

ただし、次の場合を除きます。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）が REFER を受信した通話側でプライバシーがイ
ネーブルになっている場合（CAC で設定）は、Referred-By ヘッダーはアウトバウンド
REFER に書き込まれません。
• Replaces ヘッダーは、INVITE 要求と同じ方法で処理されます。
会話外の REFER 要求は拒否されます。Target-Dialog ヘッダーは明示的にサポートされていないため、
除去されるか経由され、ヘッダーとメソッド ホワイトリストまたはブラックリスト設定が適用されま
す。

NOTIFY メッセージ
REFER 処理の結果がわかっている場合は、REFER 要求の宛先は送信元に REFER 処理の結果（最終
宛先に正常に接続したか、失敗したかどうか）を通知する必要があります。この通知は、SIP のイベン
ト通知メカニズムである NOTIFY メソッドを使用して行われます。通知のメッセージ本文には、SIP
応答ステータス行が含まれ、ステータス行の応答クラスは REFER 処理が成功したか失敗したかどうか
を示します。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、会話内 NOTIFY 要求を許可し、経由します。標準
SIP ヘッダーは通常どおり処理されます。
• NOTIFY に message/sipfrag タイプの本文が含まれ、この本文の開始が正常に SIP 応答ステータス
行として解析できる場合は、アウトバウンド NOTIFY は同じ応答コードを持つ（その他には何も
ない）SIP 応答ステータス行を含む message/sipfrag 本文を付与します。
• NOTIFY に message/sipfrag タイプの本文がない場合や、NOTIFY 本文の最初の行を正常にステー
タス行として解析できない場合は、発信 NOTIFY は本文なしで送信されます。これには、
mime/multipart 本文の一部に message/sipfrag 本文がある場合が含まれます。

Replaces ヘッダー
Replaces ヘッダーの処理は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）全体における通話転送のサ
ポートに関する主要ロジックです。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は通話 ID と受信した
Replaces ヘッダーのタグを検索します。対応するコール ブランチ（C1 など）が検出された場合は、
パートナー コール ブランチ（C2 など）を検索します。C1 と C2 はともに Cisco Unified Border
Element（SP Edition）経由で別の通話を構成します。要求タイプとその他の考慮事項に応じて、転送
される要求で送信される Replaces ヘッダーは、コール ブランチの C1 または C2 を参照する場合があ
ります。Replaces ヘッダーの「early-only」フラグは経由されます。
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SIP 認証
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロ
トコル）認証をサポートします。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP 認証の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.5
Cisco IOS XE Release
2.6

SIP 証明書のサポートが、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション
サービス ルータに導入されました。

SIP INVITE 認証の相互運用性のサポートが、Cisco ASR 1000 シリーズ
アグリゲーション サービス ルータに導入されました。
送信の out-of-dialogue 要求に関する SIP INVITE 認証の相互運用性のサ
ポート（Call-ID の INVITE 要求、From および To のダイアログ タグ、
CSeq シーケンス番号と同じ生成スキームを使用）が、Cisco ASR 1000 シ
リーズ アグリゲーション サービス ルータに導入されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「セッション開始プロトコル（SIP）発信認証」（P.974）
• 「SIP 着信認証」（P.978）
• 「SIP 認証の相互運用性」（P.983）
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セッション開始プロトコル（SIP）発信認証
ネットワーク エンティティ同士が SIP を使用して通信する場合は、一方のエンティティが他方に対し
てチャレンジをおこない、相手が自分のネットワークに SIP シグナリングを送信することが許可されて
いるかどうか判断する必要がよくあります。SIP 認証モデルは、RFC 2617 に記述されているように、
HTTP ダイジェスト認証に基づいています。
パスワードが暗号化されずに送信される基本認証の使用は、SIP では許可されません。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「SIP 発信認証を実装するための前提条件」（P.974）
• 「SIP 発信認証の実装上の制約事項」（P.974）
• 「SIP 発信認証について」（P.975）
• 「SIP 発信認証の設定方法」（P.976）
• 「show コマンドの例」（P.977）

SIP 発信認証を実装するための前提条件
SIP 発信認証を実装するためには、次の前提条件が必要です。
• 1 つ以上の認証領域を指定する前に、SIP 隣接を設定する。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）で自己認証に使用できる一組のドメイン（レルム）を
設定する。これらの各ドメインによりチャレンジが行われたときに提供するユーザ名とパスワード
を設定する。この設定は隣接ごとに行う。

（注）

隣接ごとに複数のレルムを設定でき、使用できるメモリ容量を考慮しなければ、レルムの数に
制限はありません。同じユーザ名とパスワードを使用して異なるレルムを設定できます。ま
た、各レルムは異なるユーザ名とパスワードを使用して異なる隣接に設定できます。ただし、
1 つのレルムは隣接ごとに 1 回しか設定できません。

SIP 発信認証の実装上の制約事項
次に、SIP 発信認証に適用される制約事項を示します。

• 既存の認証レルムと同じドメイン名で認証レルムを設定しようとした場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）はこれを拒否します。この制約事項は隣接単位で有効となります。同じド
メイン名の認証レルムを複数の隣接に設定できます。

（注）

現行のコマンド ライン インターフェイス（CLI）では、ユーザが同じ隣接に同じドメインで 2
つの認証レルムを設定することを禁止しています。これが試行された場合は、CLI は、2 番め
の認証レルムの設定を最初の認証レルムの再設定と解釈し、適宜ユーザの認定証を更新しま
す。

• 各認証レルムは、隣接ごとに 1 つのユーザ名とパスワードしか設定できません。
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SIP 発信認証について
ここでは、次の項目について説明します。

• 「Cisco Unified Border Element（SP Edition）での発信認証の設定」（P.975）
• 「リモート装置に対する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の認証」（P.975）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）での発信認証の設定
SIP 隣接を設定する場合に、ユーザが 1 つ以上の認証レルムを指定できます。各認証レルムは 1 つのリ
モート ドメインを表し、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はそこから隣接の認証チャレン
ジを受信します。認証レルムを構成する場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）がそのレ
ルムで自己認証に使用する正しいユーザ名とパスワードをユーザが指定する必要があります。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、各隣接のすべての有効な認証レルムを格納します。

リモート装置に対する Cisco Unified Border Element（SP Edition）の認証
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は送信済みの要求と関連付けられる SIP 401 または 407 応
答を受信すると、添付されている認証チャレンジを確認します。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、隣接で認証チャレンジを受信した場合、その隣接に設定されている認証レルムの 1 つと
一致する認証チャレンジにはすべて応答します。設定されている認証レルムと一致しない認証チャレン
ジは、オリジナルの要求を受信した、その隣接の SBC のシグナリング ピアにそのまま渡されます。
認証チャレンジに対する応答を生成するために、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は次の処
理を実行します。

1. まず、発信隣接に設定されている認証レルムのリストを使用して、チャレンジのレルム パラメー
タを検索します。

2. 次に、該当する認証レルムのパスワードを見つけ、このパスワードとチャレンジに含まれているナ
ンス パラメータとを組み合わせ、そのハッシュを作成して認証応答を生成します。

3. チャレンジ側が auth-int の保護品質を要求している場合、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）はメッセージ本体全体のハッシュを生成し、応答に含めます。
4. Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のパラメータ値を含む Authorization（または
Proxy-Authorization）ヘッダーを作成します（RFC 2617 に準拠）。
• チャレンジに含まれているナンス。
• チャレンジに含まれているレルム。
• Digest-URI をチャレンジ要求の SIP URI に設定。
• Message-QOP を auth に設定。
• 前述のように計算された応答。
• 該当する認証レルムに指定されたユーザ名。
• チャレンジに opaque パラメータが含まれていた場合、応答時に変更されずに戻されます。
• チャレンジに qop-directive パラメータが含まれる場合、このナンスを元に計算した応答を使用し
て、要求を送信した回数を nonce-count パラメータに設定します。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）が応答すべきチャレンジに、ドメイン パラメータが
含まれている必要がないことに注意してください。このパラメータは、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）が最も頻繁に受信するチャレンジのタイプである Proxy-Authenticate チャ
レンジでは使用されません。ドメイン パラメータが含まれていた場合は、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）はこれを無視します。
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5. 最後に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は計算した応答と受信したナンスを、認証レ
ルムの他のデータとともに格納します。これにより、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
は同じナンスを持つこのレルムからの以降のチャレンジに対して迅速に応答できます。応答を格納
するためのリソースが不足した場合でも、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はそのまま
続行します。次回このレルムから認証チャレンジを受信したときに、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は応答を再計算する必要があります。Cisco Unified Border Element（SP
Edition）が保存した応答を再利用する場合には、ナンス応答ペアと一緒に格納されているナンス
カウントを更新します。これにより、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は認証応答の
nonce-count フィールドに正しく入力できます。

SIP 発信認証の設定方法
ここでは、SIP 発信認証の設定手順について説明します。この手順により、ユーザは隣接に対して 1 つ
以上の認証レルムを追加または削除できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. authentication-realm inbound domain | outbound domain username password
6. end
7. show sbc sbc-name sbe adjacency adjacency-name authentication-realms
8. show sbc service-name sbe all-authentication-realms
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前

例：

を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip test
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

authentication-realm {inbound domain|outbound
domain username password}

特定の隣接の特定のドメインに一組の発信認証認定証
を設定します。このコマンドは、隣接を接続する前ま
たは後に実行することができます。

例：

このコマンドの no バージョンを使用すると、特定の隣
接の認証レルムの設定を解除します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
authentication-realm outbound example.com usersbc
passwrdsbc

• inbound：着信認証レルムの指定。
• outbound：発信認証レルムの指定。
• domain：認証認定証が有効である対象ドメイン名。
• username：特定のドメインで SBC を識別するユー
ザ名。

• password：特定のドメインでユーザ名を認証する
ためのパスワード。
ステップ 6

adj-sip モードを終了し、特権 EXEC モードに戻りま

end

す。
例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end

ステップ 7

show sbc sbc-name sbe adjacency adjacency-name
authentication-realms

特定の SIP 隣接に対して現在設定されているすべての
認証レルムを表示します。

例：
Router# show sbc mySbc sbe adjacency SipToIsp42
authentication-realms

ステップ 8

すべての SIP 隣接に対して現在設定されているすべて
の認証レルムを表示します。

show sbc service-name sbe
all-authentication-realms

例：
Router# show sbc mySbc sbe
all-authentication-realms

show コマンドの例
Router# show sbc mySbc sbe adjacency SipToIsp42 authentication-realms
Configured authentication realms
-------------------------------Domain
Username Password
Example.com usersbc
passwordsbc

Router# show sbc mySbc sbe all-authentication-realms
Configured authentication realms
-------------------------------Adjacency: SipToIsp42
Domain
Username Password
Remote.com
usersbc
sbcpassword
Adjacency: SipToIsp50
Domain
Username

Example.com

usersbc

passwordsbc

Password
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Example.com
Other.com

user2sbc
sbcuser

password2sbc
sbcsbcsbc

SIP 着信認証
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は着信した Session Initiation Protocol（SIP; セッション
開始プロトコル）要求に対するチャレンジを行うために、SIP 着信認証をローカル モードとリモート
モードの 2 つのモードでサポートしています。Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定する
際には、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバ側のサポートのレベルに応じ
た認証モードを選択する必要があります。RADIUS サーバが draft-sterman-aaa-sip-00 to 01 だけに準
拠している場合、ローカル モードを選択します。RADIUS サーバが RFC 4590 だけに準拠している場
合、リモート認証モードを使用します。

（注）

この機能は任意であり、インバウンド要求に対してチャレンジを行わないように Cisco Unified Border
Element（SP Edition）を設定することができます。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「SIP 着信認証の実装の前提条件」（P.978）
• 「SIP 発信認証の実装上の制約事項」（P.974）
• 「SIP 着信認証について」（P.979）
• 「SIP 着信認証の設定方法」（P.980）
• 「show コマンドの例」（P.977）

SIP 着信認証の実装の前提条件
SIP 着信認証を実装するための前提条件を示します。
• インバウンド コールを認証するように Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定する前
に、SIP 隣接を必要な認証モードに設定します。
• RADIUS サーバを設定して、選択する着信認証のモードを指定します。

SIP 着信認証の実装に関する制約事項
次に、SIP 着信認証の実装に適用される制約事項を示します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接ごとに 1 つの着信認証レルムだけをサポート
します。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、RADIUS サーバにより生成されるナンスの有効
性をチェックしません。RADIUS サーバでこのチェックを実行するように設定する必要がありま
す。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接上で着信認証用の特定の RADIUS サーバ グ
ループを指定しません。

• 着信認証、発信認証、および Transport Layer Security（TLS）接続の間でコールの信頼移動は発
生しないため、着信認証が成功しても Cisco Unified Border Element（SP Edition）がそのコール
をセキュアであるとマークするとは限らず、発信認証を実装しません。ただし、ユーザは同じ隣接
に着信認証、発信認証、および TLS を個別に設定できます。
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SIP 着信認証について
ここでは、次の項目について説明します。

• 「ローカル着信認証」（P.979）
• 「リモート着信認証」（P.979）
• 「発信認証との相互関係」（P.979）
• 「着信認証の障害モード」（P.979）

ローカル着信認証
ローカル着信認証を実行するように設定されている場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
はまず、リモート ピアからの未許可の要求に対してチャレンジを行います。そのため、リモート ピア
からの要求に対してチャレンジを行うには、隣接での認証レルムの設定が完了している必要がありま
す。リモート ピアが要求を確認した後、要求は RADIUS サーバに転送され、コールを通過させるかど
うかがここで決定されます。

リモート着信認証
リモート着信認証を実行するように設定されている場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）
は RADIUS サーバに依存してリモート ピアからの許可された要求に対するチャレンジを行います。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は RADIUS サーバが生成したチャレンジ要求をリモート
ピアに転送します。また、リモート ピアの認証要求を RADIUS サーバに転送します。

発信認証との相互関係
隣接に着信認証が設定されている場合に、インバウンド要求が正常認証されると、その隣接のレルムと
一致する許可（Authorization）ヘッダーが除去され、アウトバウンド信号に伝搬されません。ただし、
他のレルムの許可ヘッダーはアウトバウンド要求にパススルーされます。

着信認証の障害モード
着信認証が設定されている場合、（標準の SIP 信号障害モードの他に）次の障害モードが発生すること
があります。

受け入れ不能なパラメータ
エンドポイントまたは RADIUS サーバが auth または auth-int 以外の保護品質に関するパラメータを
指定した場合、インバウンド要求は拒否され、403 応答が生成されます。同様に、MD5 および
MD5-sess 以外のアルゴリズムが使用された場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は 403
応答を生成します。

アクセス要求の拒否

RADIUS サーバが Access-Request 信号に対して Access-Reject 応答で拒否した場合、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）403 応答をエンドポイントに返します。
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メモリ不足

Cisco Unified Border Element（SP Edition）に着信認証要求を処理するための十分なメモリがない場
合、要求を拒否して 503 応答を返します。
認証レルムの不一致
隣接の設定に含まれる認証レルムを指定した認証ヘッダーがピアから返されない場合、Cisco Unified

Border Element（SP Edition）は 401 応答で要求に対して再チャレンジを行います。
ナンスの不一致
ピアのナンスが Cisco Unified Border Element（SP Edition）の生成したものと一致しない場合、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は認証要求を拒否して 403 応答を送信します。

ナンスのタイムアウト
ピアのナンスがタイムアウトした場合、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は 401 応答と新
しいナンスを送信することでナンスに対してチャレンジを行います。

受け入れ可能な RADIUS サーバの不在
隣接に設定されているモードをサポートする RADIUS サーバが存在しない場合、Cisco Unified Border
Element（SP Edition）は認証要求に対して 501 応答で拒否し、ログを作成してユーザに設定の不整合
を通知します。

SIP 着信認証の設定方法
ここでは、RADIUS サーバで SIP ローカル着信認証を設定する手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. radius [accounting client-name | authentication]
5. server server-name
6. address
7. mode local
8. key password
9. exit
10. activate
11. exit
12. adjacency sip adjacency-name
13. authentication-realm inbound realm
14. authentication mode local
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15. authentication nonce timeout time
16. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

SBC サービスのモードを開始します。

sbc service-name

• service-name 引数を使用して、サービスの名前を
例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモード
を開始します。

sbe

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

radius [accounting client-name | authentication]

RADIUS クライアントで認証設定を行うモードを開始
します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# radius authentication

ステップ 5

server server-name

認証サーバを設定するモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth)# server authserv

ステップ 6

address ipv4 ipv4-address

認証サーバの IPv4 アドレスを指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth-ser)# address ipv4
200.200.200.122

ステップ 7

mode {local|remote}
or
server server-name mode {local|remote}

RADIUS サーバでローカル着信認証を設定します。デ
フォルトでは、モードはリモートです。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth-ser)# mode local

ステップ 8

key password

認証サーバ キーを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth-ser)# key authpass1

ステップ 9

exit

認証サーバを設定するモードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth-ser)# exit
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 activate

RADIUS クライアントをアクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth)# activate

ステップ 11 exit

RADIUS クライアントを設定するモードを終了し、
SBE モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-auth)# exit

ステップ 12 adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、サービスの名前

例：

を定義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip test

ステップ 13 authentication-realm inbound realm
例：

指定された SIP 隣接の指定されたドメインに対する認
証認定証のセットを設定します。
（注）

これはローカル モードの必須パラメータです。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
authentication-realm inbound cisco.com

ステップ 14 authentication mode local

SIP 隣接でローカル着信認証を設定します。SIP 隣接で
リモート着信認証を設定するには、この値を remote に
設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# authentication
mode local

ステップ 15 authentication nonce timeout time
例：

認証ナンス タイムアウトの値を秒単位で設定します。
有効な値の範囲は 0 ～ 65535 秒です。デフォルト値は
300 秒です。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# authentication
nonce timeout 10000

ステップ 16 exit

adj-sip モードを終了し、SBE モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

show コマンドの例
Router# show sbc mySbc sbe adjacencies SipToIsp42 detail
SBC server mySbc
Adjacency SipToIsp42
Status: Attached
Signaling address: 10.2.0.122:5060
Signaling-peer:
200.200.200.179:8888
Force next hop:
No
Account:
core
Group:
None
In Header Profile:
Default
Out Header Profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option profile: Default
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Out UA option profile:
Default
In proxy option profile: Default
Priority set name:
Default
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
NAT Status:
Auto-Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
Local
Authenticated realm: Cisco.com
Authenticated nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
NOne
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network ID:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPIpassthrough:
No
Rewrite from domain: Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Preferred transport: UDP
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Passthrough

SIP 認証の相互運用性
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、すべての SIP 要求の SIP 認証のために SIP デバイ
スとサードパーティのソフトスイッチ装置間の相互運用性がサポートされます。サポートされる相互運
用性は dialog-creating INVITE 要求、および out-of-dialog REGISTER と SUBSCRIBE の要求にのみ
適用されます。

INVITE 要求の SIP 認証の相互運用性のサポートが、Cisco IOS XE Release 2.5 で導入されました。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、インバンド要求メッセージ データを使用してアウト
バウンド コール レッグに Call-ID、From および To のダイアログ タグ、CSeq シーケンス番号を生成
する生成スキームを使用します。これにより、双方の一意性が確保され、他のチャレンジの結果として
生成される要求に対して同じ値を保持します。

out-of-dialog 要求の SIP 認証の相互運用性のサポートが、Cisco IOS XE Release 2.6 で導入されまし
た。INVITE 要求と同じ生成方式（インバウンド要求メッセージ データに基づく）が、out-of-dialog
要求にも実装されています。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、次のように、INVITE の SIP 認証を処理するサード
パーティ製のソフト スイッチ デバイスと相互運用されます。
• 許可された SIP 要求一致の Call-ID を初回要求の Call-ID と照合します。
• 許可された SIP 要求の To ヘッダーと From ヘッダーが、From ヘッダーのダイアログ タグを含め
（該当する場合）、最初の要求の To ヘッダーと From ヘッダーに一致する必要があります。
• 許可された SIP の CSeq シーケンス番号は、最初の要求より大きい番号でなければなりません。
ここでは、次の項目について説明します。

• 「SIP 発信認証について」（P.975）
• 「SIP 認証の相互運用性に関する情報」（P.984）
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SIP 認証の相互運用性に関する制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SIP 認証の相互運用性をサポートするために、次の制約
事項が適用されます。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）が次の相互運用性の要件を満たすのは、アップスト
リーム コール レッグから受信したシグナリングも同じ要件を満たす場合に限ります。

– 許可された SIP 要求一致の Call-ID を初回要求の Call-ID と照合します。
– 許可された SIP 要求の To ヘッダーと From ヘッダーが、From ヘッダーのダイアログ タグを
含め（該当する場合）、最初の要求の To ヘッダーと From ヘッダーに一致する必要がありま
す。

– 許可された SIP の CSeq シーケンス番号は、最初の要求より大きい番号でなければなりませ
ん。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、受信したシグナリングの値のランダム性に依存し
ています。たとえば、発信側エンドポイントが十分にランダムではない値を生成すると、アウトバ
ウンド コール レッグで SBC によって送信される値も十分にランダムではなくなります。ただし、
SBC では、発信側によって生成される Call-ID と From タグからすべてのランダム性が使用され、
さらにアップストリームとダウンストリームのシグナリング間での Call-ID とタグの衝突を回避す
るために処置が取られます。

• 特定の設定フィールドから Call-ID と To または From ヘッダー生成への入力が、最初の SIP 要求
と、その隣接への後続の許可された SIP 要求の転送間に変更された場合は、2 つの要求のヘッダー
は一致しません。これにより、ダウンストリーム シグナリング エンティティによってはコールの
確立が失敗します。特に、次の点に注意してください。

– 隣接での local-id または signaling-address の設定は、Call-ID と From-tag の生成に影響を与え
ます。

– ヘッダーの書き換え設定は、From ヘッダーと To ヘッダーに適用できます。相互運用性の要件
を満たすには、この書き換えによって、連続する要求で同一の結果が生じる必要があります。

– Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、そのような設定変更を受け入れる前に、
ユーザに警告が発行されません。

• SIP 認証の相互運用性は、dialog-creating INVITE 要求と out-of-dialogue 要求に影響します。他の
メソッドによる要求は影響を受けません。

• 相互運用性の要件を満たすには、最初の要求と許可された要求を異なる隣接からルーティングしな
いでください。

SIP 認証の相互運用性に関する情報
SIP 要求
SIP 要求は、単一のチャレンジまたは応答シーケンスの範囲内にあるメッセージを参照します。要求が
受け入れられるまでにいくつかのシーケンスが存在する可能性がありますが、連続する要求の任意のペ
アのうち、最初のシーケンスが最初の要求と見なされ、2 番めのシーケンスが許可された要求と呼ばれ
ます。
SIP 要求は、dialog-creating INVITE 要求と out-of-dialog 要求の両方を指します。
この章では SIP 要求について次の用語を使用します。
最初の要求：認証クレデンシャルが不十分な SIP 要求。「401 Unauthorized」または「407 Proxy
Authentication Required」応答で認証要求されます。
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許可された要求：401/407 チャレンジ応答の受信時に送信される、対応する後続の要求。この要求に
は、追加の許可またはプロキシ許可ヘッダーが含まれています。

Call-ID の生成
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、インバウンド要求の Call-ID と設定に基づいて、ア
ウトバウンドの dialog-creating INVITE 要求と out-of-dialogue 要求の Call-ID 値が生成されます
（REGISTERS や SUBSCRIBES など）。
生成される Call-ID 値は、受信した Call-ID の 32 文字の 16 進 MD5 ハッシュ、「@」文字、および
SBC 自体を表す local-id ストリングで構成されます。
例：
Call-ID: 4264330abc5106c8ab70ed3fd222b7b2@sbc.home.net

（注）

local-id ストリングは、発信隣接の設定です。この設定が存在しない場合は、発信隣接の
signaling-address の正規テキスト表現が使用されます。

From タグの生成
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、インバウンド要求の From タグと設定に基づいて、
アウトバウンドの dialog-creating INVITE 要求と out-of-dialogue 要求の From ヘッダー ダイアログ タ
グが生成されます（REGISTERS や SUBSCRIBES など）。
生成される From タグ値は、SBC 自体を表す local-id ストリング、受信した From タグの 2 つの 8 文字
の 16 進 MD5 ハッシュ、およびダイアログに関与する内部コンポーネントを識別する数値インデック
スで構成されます。
例：
From: "Fred" <sip:2222222@sbc.home.net>;tag=sbc.home.net+1+a27d9765+b7f0f7e1

local-id ストリングは、Call-ID の場合と同じ方法で設定から生成されます。

CSeq シーケンス番号の生成
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、受信したインバウンド要求のシーケンス番号と同じに
なるよう、アウトバウンドの dialog-creating INVITE 要求と out-of-dialogue 要求の CSeq ヘッダーで
使用するためのシーケンス番号を選択します（REGISTERS や SUBSCRIBES など）。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ダイアログの現在のシーケンス番号を格納し、新しい
トランザクションが作成されるたびに番号を増分することによって、同じダイアログでの後続のアウト
バウンド要求のシーケンス番号を選択し続けます。
例：
CSeq: 949005087 INVITE

パススルー認証
SBC では、認証確認とその応答のパススルーがサポートされます。これには設定は必要ありません。
• SBC は、407 応答を通過させます。
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SIP 認証
SIP 認証の相互運用性

• SBC は必ずメッセージを変更し、これによって認証の整合性がなくなるため、チャレンジ応答で
は「auth-int」の Quality of Protection（QOP; 保護品質）は除去されます。これが提供される唯一
の QOP である場合は、チャレンジは 403 Forbidden 戻りコードに変換されます。
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ターワーキング
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング機能は、Session Initiation Protocol（SIP;
セッション開始プロトコル）コールでサポートされます。レイト メディアの発信側とアーリー メディ
アの着信側との間でインターワーキングするために、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、
メディアの Session Description Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）オファーが含まれる
INVITE を着信側に送信します。レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの実装に
は、次の 2 種類の方法が利用できます。

• デフォルトでは、SBC で SDP と単一のメディア行が生成され、これによって発信側と着信側の両
方のコーデック ホワイトリストに共通のコーデックを指定します。

• カスタマイズ オファーを生成するための sip sdp-media-profile コマンドを使用したメディア記述
でも SBC を設定できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4
Cisco IOS XE Release
2.5

この機能は、Cisco IOS XR で導入されました。

Cisco IOS XR にレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキン
グ機能のカスタマイズ オファーが追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング サポートの制約事項」（P.988）
• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングに関する情報」（P.988）
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• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定」（P.990）
• 「レイト メディアとアーリー メディア間のインターワーキング機能の設定例」（P.1000）
• 「検証」（P.1003）

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
サポートの制約事項
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの制約には次のものがあります。

• この機能は、SIP-SIP のコールにだけ適用され、SIP-H.323 のコールのインターワーキングには適
用されません。

• この機能は IPv4 にだけ適用され、IPv6 アドレス指定には使用できません。
• 着信側が選択したメディアを発信側が精査した場合、その結果は PRACK で着信側に送り返されま
す。ただし、着信側でこのメディアを再度精査するときは、イベントはログに記録されるが発信側
に再び戻されることはありません。

• なぜなら、Cisco Unified Border Element（SP Edition）が生成する SDP の機能を使用するいずれ
のコールもメディア バイパスを使用できないからです。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、単一の音声ストリームをオファーする SDP だけ
を生成します。発信側と着信側がビデオ、ファクス、他のメディア ストリームのネゴシエートを
希望する場合、コールが確立されてから再ネゴシエートできます。

• 着信側が、信頼できる 1XX INVITE を送信する前やこれを送信せずにアーリー メディアを送信し
ようとすると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はこのメディアを廃棄します。発信側
には到達しません。

• 着信側は信頼できない 1XX INVITE 応答を送信してはなりません。これは、発信側がこれをアウ
トオブシーケンスの SDP オファーと解釈するためです。レイト メディアとアーリー メディア間イ
ンターワーキングのコールでは、発信側が 100rel をサポートしている場合に限り、Cisco Unified
Border Element（SP Edition）は 100rel を必須に設定して、信頼できない応答を着信側が送信する
のを禁止します。

• レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングは、Gq IMS インターフェイスでは使
用できません。このインターフェイスは、SDP オファーを作成するために必要なローカル メディ
ア アドレスを Cisco Unified Border Element（SP Edition）に提供しません（その結果、メディア
パスが不正なコールとなる場合があります）。

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
に関する情報
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの概要」（P.989）
• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ可能オファー」
（P.989）
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レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの概要
アーリー メディア（Early Media）は、コールが実際に確立する前に 2 つのユーザ エージェントが通信
を行う機能です。アーリー メディアのフローが実現するのは、発信側が初期コール セットアップ要求
でメディア提案を行い、着信側がコール接続前にこのオファーに対して応答する場合です。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、INVITE で SDP を提供しない SIP デバイスと、受信した
INVITE 上で SDP を必要とする SIP デバイスとの間に相互運用性を提供します。これは次の場合に発
生します。

• エンドポイントの発信側は、INVITE が受け入れられてから（レイト メディア）、メディアのネゴ
シエートを希望したが、初期 INVITE に SDP オファーを含めていない。
• 着信側は、初期 INVITE で SDP オファーがあると期待し、その後、1XX 応答でアンサーする
（アーリー メディア）。
通常のメディア ネゴシエーションは、発信側が初期 INVITE に SDP オファーを含め、着信側は 200 応
答でこれを受け入れます。ただし、次の状況が発生することがあります。

• 使用するメディアを着信側で選択できるようにしたいコール エージェントなどの一部のエンドポ
イントでレイト メディアが使用される。

• Call Hold サーバからのプレコール アナウンスメントやインバンド トーンなど、コールが受け入れ
られる前にメディア フローをサポートする必要がある、最近のより多くのエンドポイントでアー
リー メディアが使用される。
レイト メディアの発信側とアーリー メディアの着信側との間でインターワーキングするために、Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、メディアの SDP オファーが含まれる INVITE を着信側に送
信します。次に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、発信側と着信側との間で行われた応
答に応じて、適切なメッセージを送信します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、隣接単位でこのインターワーキングをサポートしま
す。ある隣接に対して発信されたコールに対してレイト メディアとアーリー メディア間インターワー
キングを要求するように設定したり、その隣接から発信されたコールに対して同様に設定したり、それ
ぞれの隣接で設定できます。

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ
可能オファー
デフォルトでは、SBC で SDP と単一のメディア説明が生成され、これによって発信側と着信側の両方
のコーデック ホワイトリストに共通のコーデックを指定します。
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング機能のカスタマイズ可能オファーにより、1
つ以上のメディア記述があるカスタマイズ SDP が提供されます。メディア記述に名前付きプロファイ
ル（SDP メディア プロファイル）を設定し、CAC ポリシーにプロファイル名を含めることで、このプ
ロファイルを信号に関連付けます。
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ可能オファーをイネーブル
にするには、次のようにします。

• 「隣接単位のレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定」（P.991）で説明す
るように、レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングを隣接ごとにイネーブルに
します。

• 1 行以上のメディア記述行が含まれる名前付き SDP メディア プロファイルを作成します。この行
は SBC が INVITE を生成すると SDP に挿入されます。SBC は、設定されたシーケンス番号ごと
にメディア記述行を SDP に挿入します。
• この sdp-media-profile と cac-policy テーブル エントリを関連付けます。
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コールでレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングが必要なときに、そのコールの

CAC ポリシー エントリに有効な SDP メディア プロファイル名が含まれていれば、SBC がカスタマイ
ズ SDP を生成します。このようなアソシエーションがないときは、SBC はデフォルトの SDP を生成
します。カスタマイズする場合、SBC は INVITE を生成するときに SDP のメディア プロファイルにメ
ディア記述行を挿入します。メディア プロファイルの各エントリにはシーケンス番号が含まれ、生成
された SDP 内の行の順序がこの番号によって制御されます。

SDP メディア プロファイルのメディア行のルール
SDP のセクションは、SDP メディア プロファイルの 1 つのセクションのエントリとして設定されま
す。1 つのエントリ内に、1 行または複数行のメディア記述行を含めることができます。SDP メディア
プロファイルの形式は次のとおりです。
entry number
media-line index “media_description”
media-line index “media_description”
exit

次に例を示します。
entry 1
media-line 1 “m=audio 0 RTP/AVP 0”
media-line 2 “a=rtpmap:0 PCMU/8000”
exit

同じプロファイルに複数のメディア記述が作成された場合、すべてのエントリがエントリ番号の昇順で
同じ出力 SDP を生成するために使用されます。

media_description 引数は引用符（'' ''）で囲む必要があります。引用符内の値は、RFC 2327 の定義ど
おりに構文的に有効な SDP である必要があります。次のルールが適用されます。
• 1 つの SDP エントリには正確に 1 つの m-line が含まれる必要があります。m-line はエントリの最
初に記述する必要があります。m-line のポートはゼロでなければなりません。SBC は、ゼロを該
当するポートに置き換えます。

• SDP エントリには c-line が含まれていてはなりません。

Cisco コマンド ライン インターフェイスは、media_description の内容をストリング値として扱いま
す。設定された情報の構文はチェックしません。構文が正しくない場合、SBC によるアウトバウンド
オファーは拒否されます。

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
の設定
ここでは、次のレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定シナリオについて説
明します。

• 「隣接単位のレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定」（P.991）
• 「レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ オファーの設定」
（P.997）
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隣接単位のレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設
定
ここでは、隣接単位にレイト メディアとアーリー メディア間のインターワーキングを設定する例を示
します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. nat force-off
6. preferred-transport udp
7. redirect-mode pass-through
8. authentication nonce timeout value
9. signaling-address ipv4
10. signaling-port
11. remote-address ipv4
12. signaling-peer
13. signaling-peer-port
14. dbe-location-id
15. account
16. reg-min-expiry
17. media-late-to-early-iw {incoming | outgoing}
18. attach
19. exit
20. exit
21. sip inherit profile
22. cac-policy-set
23. first-cac-table
24. first-cac-scope
25. averaging-period
26. cac-table
27. table-type limit list of limit tables
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28. entry
29. match-value
30. action cac-complete
31. max-bandwidth
32. max-updates
33. max-channels
34. early-media-type
35. early-media-timeout
36. codec-restrict-to-list
37. caller-codec-list
38. callee-privacy
39. caller-privacy
40. exit
41. exit
42. complete
43. exit
44. active-cac-policy-set
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

方式のプロファイルを設定するサブモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipGW

ステップ 5

nat force-off

すべてのエンドポイントが NAT デバイスの背後にあるこ
とを想定するように SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# nat force-off

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

992

OL-19820-11-J

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定

ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

preferred-transport udp

隣接の SIP シグナリング用の優先トランスポート プロトコ
ルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
preferred-transport udp

ステップ 7

redirect-mode pass-through

SIP 隣接からの INVITE に対する 3xx 応答の受信について
の SBC の動作を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# redirect-mode
recurse

ステップ 8

authentication nonce timeout value

SIP 隣接の認証ナンス タイムアウトを設定します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# authentication
nonce timeout 10

ステップ 9

SIP 隣接のローカル IPv4 シグナリング アドレスを定義し
ます。

signaling-address ipv4

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-address ipv4 10.10.10.10

ステップ 10 signaling-port signaling-port

SIP 隣接のシグナリング アドレスのローカル ポートを定義
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-port
5000

ステップ 11 remote-address ipv4

隣接を介して接続できるリモート シグナリング ピアの
セットを指定の IP アドレス プレフィクスを持つ隣接に制
限するように SIP 隣接を設定します。

例：
Router((config-sbc-sbe-adj-sip)# remote-address
ipv4 36.36.36.20 255.255.255.0

ステップ 12 signaling-peer

指定のリモート シグナリング ピアを使用するように SIP
隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# signaling-peer
gk andrew

ステップ 13 signaling-peer-port

指定したリモート シグナリング ピアのポートを使用する
ように SIP 隣接を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#
signaling-peer-port 123

ステップ 14 dbe-location-id

メディアをルーティングするときに、指定したメディア
ゲートウェイ DBE ロケーションを使用するように隣接を
設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# dbe-location-id
1
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コマンドまたはアクション
ステップ 15 account

目的

SIP 隣接アカウントを SBE に定義します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# account isp42

ステップ 16 reg-min-expiry

SIP 隣接に対する最短登録期間を秒単位で設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry
300

ステップ 17 media-late-to-early-iw {incoming | outgoing}

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキン
グ（iw）を設定します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)#
media-late-to-early-iw incoming

ステップ 18 attach

隣接を SBE 上のアカウントにアタッチします。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# attach

ステップ 19 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 20 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj)# exit

ステップ 21 sip inherit profile

グローバル継承プロファイルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip inherit profile
preset-p-cscf-access

ステップ 22 cac-policy-set

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーションのサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 23 first-cac-table

ポリシーのアドミッション コントロール ステージの実行
時に処理する最初のポリシー テーブル名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-table RootCacTable

ステップ 24 first-cac-scope

ポリシーのアドミッション コントロール ステージを実行
する際に制限の定義を開始する範囲を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
first-cac-scope src-adjacency

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

994

OL-19820-11-J

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 25 averaging-period

CAC がそのレート計算に使用する平均的な期間のサイズ
を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)#
averaging-period 5

ステップ 26 cac-table

アドミッション コントロール テーブルを作成または設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
MyCacTable

ステップ 27 table-type limit list of limit tables

CAC 制限テーブルのタイプを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type limit call-priority

ステップ 28 entry num

テーブル内のエントリを作成または変更します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 29 match-value value-keyword
例：

アドミッション コントロール テーブルにエントリの照合
値を設定します。? と入力すると 有効なキーワードのリス
トが表示されます。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# match-value routine

ステップ 30 action cac-complete

イベントが一致したときにこの CAC ポリシーが完了する
ように指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# action cac-complete

ステップ 31 max-bandwidth

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
帯域幅を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-bandwidth 6000000

ステップ 32 max-updates

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
コール更新数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-updates 500

ステップ 33 max-channels

アドミッション コントロール テーブルのエントリの最大
チャネル数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# max-channels 50
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ステップ 34 early-media-type {backward-half-duplex |
forward-half-duplex | full-duplex}

目的
コール アドミッション コントロール テーブルのエントリ
に許可されるアーリー メディア（early media）の方向を設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# early-media-type full-duplex

ステップ 35 early-media-timeout

コール確立前にアーリー メディア（early media）に許可さ
れる時間の長さを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# early-media-timeout 90

ステップ 36 codec-restrict-to-list
例：

コールのシグナリングで使用するコーデックを、名前付き
リストに指定されているコーデック セットに制限するよう
に CAC を設定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# codec-restrict-to-list my_codecs

ステップ 37 caller-codec-list

コールの発信側レッグが使用を許可されているコーデック
を一覧表示します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-codec-list test

ステップ 38 callee-privacy

着信側から発信側に送信されるメッセージで実行されるプ
ライバシー処理のレベルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# callee-privacy always

ステップ 39 caller-privacy

発信側から着信側に送信されるメッセージで実行されるプ
ライバシー処理のレベルを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# caller-privacy always

ステップ 40 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# exit

ステップ 41 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit

ステップ 42 complete

フル セットの確定後、CAC-policy または call-policy セッ
トを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

996

OL-19820-11-J

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定

コマンドまたはアクション

目的

ステップ 43 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit

ステップ 44 active-cac-policy-set

SBE エンティティ内にアクティブな CAC-policy-set を設
定します。

例：
Router (config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set
1

ステップ 45 show sbc sbc-name sbe sip essential-methods
例：
Router(config-sbc-sbe)# show sbc mysbc sbe sip
essential-methods

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ
オファーの設定
前提条件
次のタスクを実行する前に、隣接単位でレイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングを
設定してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip sdp-media-profile profile-name
5. entry entry-num
6. media-line index "media_description"
7. （任意）このエントリにさらにメディア行を追加するには、別の index で前のステップを繰り返し
ます。

8. exit
9. （任意）このプロファイルに別のエントリを追加するには、ステップ 6 で別の entry-num を使用し
てステップ 6 ～ 9 を繰り返します。
10. exit
11. exit
12. cac-policy-set policy-set-id
13. cac-table cac-table-name
14. entry entry-number
15. sip sdp-media-profile profile-name

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

997

レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキング
レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定

16. Ctrl Z
17. show sbc sbc-name sbe sip sdp-media-profile profile-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

方式のプロファイルを設定するサブモードを開始します。

例：

す。

service-name 引数を使用して、サービスの名前を定義しま
Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始しま

sbe

す。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip sdp-media-profile profile-name

例：

カスタマイズ オファー用の SDP メディア プロファイルを
設定します。SIP SDP メディア プロファイル コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-media-profile
profile1

ステップ 5

entry sequence-num

例：

メディアのセクションの説明をプロファイルに追加するサ
ブモードを開始します。セクションまたはエントリには 1
つ以上のメディア説明行を含めることができます。

Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media)# entry 1

ステップ 6

media-line index “media_description”

例：

メディア説明行をエントリに追加します。引用符でメディ
ア説明を囲む必要があります。「SDP メディア プロファイ
ルのメディア行のルール」（P.990）を参照してください。

Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)#
media-line 1 “m=audio 0 RTP/AVP 0”

ステップ 7 （任意）このエントリにさらにメディア行を追加する
には、別の index で前のステップを繰り返します。

追加のメディア説明をエントリに追加します。インデック
スでメディア説明の順序を制御します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)#
media-line 2 “a=rtpmap:12 H264/90000”

ステップ 8

exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)# exit
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目的

ステップ 9 （任意）このプロファイルに別のエントリを追加する
別のエントリをこのプロファイルに追加します。
には、ステップ 5 で別の entry-num を使用してステッ
プ 5 ～ 8 を繰り返します。
例：
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)#
media-line 1 “m=audio 0 RTP/AVP 0”
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)#
media-line 2 “a=rtpmap:0 PCMU/8000”
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)# exit

ステップ 10 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media)# exit

ステップ 11 exit

現在のコンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip)# exit

ステップ 12 cac-policy-set policy-set-id
例：

以前設定した CAC ポリシー セットを変更するサブモード
を開始します。アクティブなポリシー セットへの変更は許
可されません。

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

ステップ 13 cac-table cac-table-name

以前設定したアドミッション コントロール テーブルを変
更するサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
MyCacTable

ステップ 14 entry entry-number

アドミッション コントロール テーブルのエントリを修正
するサブモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 15 sip sdp-media-profile profile-name

SDP メディア プロファイルとアドミッション コントロー
ル テーブルのエントリを関連付けます。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
#sip sdp-media-profile profile1
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コマンドまたはアクション
ステップ 16 Ctrl Z

目的
ユーザ EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# Ctrl
Z

ステップ 17 show sbc sbc-name sbe sip sdp-media-profile
profile-name

例：
Router# show sbc test sbe sip sdp-media-profile
profile1

プロファイルのコンテンツを表示します。プロファイルの
コンテンツをチェックするのは、これが RFC 2327 の定義
どおりの構文的に有効な SDP であることを確認するため
に重要です。コマンド ライン インターフェイスは
media_description 引数の構文をチェックしません。

レイト メディアとアーリー メディア間のインターワーキン
グ機能の設定例
ここでは、次の例について説明します。

• 「例：レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定」（P.1000）
• 「例：レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマイズ オファー」
（P.1003）

例：レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングの設定
次の例では、レイト メディアとアーリー メディア間のインターワーキングの設定を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SIPP-1
Router(config-sbe-adj-sip)# nat force-off
Router(config-sbe-adj-sip)# preferred-transport udp
Router(config-sbe-adj-sip)# redirect-mode pass-through
Router(config-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 300
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 201.201.201.20
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-port 5060
Router(config-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 202.202.202.11 255.255.255.255
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-peer 202.202.202.11
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-peer-port 5060
Router(config-sbe-adj-sip)# dbe-location-id 4294967295
Router(config-sbe-adj-sip)# account SIPP-1
Router(config-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry 3000
Router(config-sbe-adj-sip)# media-late-to-early-iw incoming
Router(config-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbe-adj-sip)# exit
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Router(config-sbe-adj)# exit
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip SIPP-2
Router(config-sbe-adj-sip)# nat force-off
Router(config-sbe-adj-sip)# preferred-transport udp
Router(config-sbe-adj-sip)# redirect-mode pass-through
Router(config-sbe-adj-sip)# authentication nonce timeout 300
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-address ipv4 201.201.201.20
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-port 5060
Router(config-sbe-adj-sip)# remote-address ipv4 201.201.201.11 255.255.255.255
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-peer 201.201.201.11
Router(config-sbe-adj-sip)# signaling-peer-port 5060
Router(config-sbe-adj-sip)# dbe-location-id 4294967295
Router(config-sbe-adj-sip)# account SIPP-2
Router(config-sbe-adj-sip)# reg-min-expiry 3000
Router(config-sbe-adj-sip)# media-late-to-early-iw outgoing
Router(config-sbe-adj-sip)# attach
Router(config-sbe-adj-sip)# exit
Router(config-sbe-adj)# exit
Router(config-sbc-sbe)# sip inherit profile preset-core
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-table table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# first-cac-scope call
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# averaging-period 60
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type limit adjacency
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value SIPP-1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 64009 Gbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-channels 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-type full-duplex
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-timeout 0
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# codec-restrict-to-list allowed_caller
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-codec-list allowed_caller
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# match-value SIPP-2
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# action cac-complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-bandwidth 64009 Gbps
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-updates 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# max-channels 4294967295
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-type full-duplex
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# early-media-timeout 0
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# codec-restrict-to-list allowed
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-codec-list allowed
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# callee-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# caller-privacy never
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# exit
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# exit
Router (config-sbc-sbe)# active-cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe)# retry-limit 3
Router(config-sbc-sbe)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table start-table
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table start-table
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# dst-adjacency SIPP-1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency SIPP-2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# entry 2
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# action complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# dst-adjacency SIPP-2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# match-adjacency SIPP-1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-entry)# exit
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# complete
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# exit
Router(config-sbc-sbe)# active-call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe)# sip max-connections 2
Router(config-sbc-sbe)# sip timer
Router(config-sbc-sbe-tmr)# tcp-idle-timeout 120000
Router(config-sbc-sbe-tmr)# tls-idle-timeout 3600000
Router(config-sbc-sbe-tmr)# udp-response-linger-period 32000
Router(config-sbc-sbe-tmr)# udp-first-retransmit-interval 500
Router(config-sbc-sbe-tmr)# udp-max-retransmit-interval 4000
Router(config-sbc-sbe-tmr)# invite-timeout 180
Router(config-sbc-sbe-tmr)# exit
Router(config-sbc-sbe)# codec-list allowed
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# description allowed codecs
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMA
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMU
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit
Router(config-sbc-sbe)# codec-list allowed_caller
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# description caller
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# codec PCMA
Router(config-sbc-sbe-codec-list)# exit
Router(config-sbc-sbe)# h323
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout arq 5000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry arq 2
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout brq 3000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry brq 2
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout drq 3000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry drq 2
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout grq 5000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry grq 2
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout rrq 3000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry rrq 2
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras rrq ttl 60
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras timeout urq 3000
Router(config-sbc-sbe-h323)# ras retry urq 1
Router(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout proceeding 10000
Router(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout establishment 180000
Router(config-sbc-sbe-h323)# h225 timeout setup 4000
Router(config-sbc-sbe-h323)# exit
Router(config-sbc-sbe)# h323
Router(config-sbc-sbe-h323)# adjacency timeout 30000
Router(config-sbc-sbe-h323)# exit
Router(config-sbc-sbe)# redirect-limit 2
Router(config-sbc-sbe)# deact-mode normal
Router(config-sbc-sbe)# activate
Router(config-sbc-sbe)# exit
Router(config-sbc)# dbe
Router(config-sbc-dbe)# media-address ipv4 201.201.201.20
Router(config-sbc-dbe)# location-id 0
Router(config-sbc-dbe)# media-timeout 9000
Router(config-sbc-dbe)# deact-mode normal
Router(config-sbc-dbe)# activate
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例：レイト メディアとアーリー メディア間インターワーキングのカスタマ
イズ オファー
次に、カスタマイズ メディアの説明を設定し、これを CAC ポリシーに割り当てる例を示します。
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# sip sdp-media-profile MediaProfile
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)# media-line 1 "m=audio 0 RTP/AVP 31"
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)# media-line 2 "a=aaa:testing"
Router(config-sbc-sbe-sip-sdp-media-ele)# Ctrl Z
Router# show sbc test sbe sip sdp-media-profile MediaProfile
SDP media profile "MediaProfile"
Elements:
Sequence Number : 1
media-line 1 : m=audio 0 RTP/AVP 31
media-Line 2 : a=aaa:testing
Not in use by any CAC table entries
Router# configure terminal
Router(config)# sbc test
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table testpolicytable
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# sip sdp-media-profile MediaProfile
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)Ctrl Z
Router# show sbc test sbe sip sdp-media-profile MediaProfile
SDP media profile "MediaProfile"
Elements:
Sequence Number : 1
media-line 1 : m=audio 0 RTP/AVP 31
media-line 2 : a=aaa:testing
In use by CAC table testpolicytable, entry 1

検証
動作を検証するには、表 1 に示すコマンドを使用します。

表 1

動作を検証するコマンド

コマンド

目的

show sbc sbc-name sbe cac-policy-set id table name entries 指定のポリシー セットに関連付けられている CAC ポリシー
テーブルの概要を一覧表示します。

show sbc sbc-name sbe adjacencies

SBE に設定されている隣接を一覧表示します。
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表 1

動作を検証するコマンド

コマンド

目的

show sbc sbc-name sbe sdp-profiles

名前付き SBE に定義されている SIP SDP メディア プロファ
イルを一覧表示し、これらが現在 CAC ポリシーに関連付け
られているかどうかを示します。

show sbc sbc-name sbe sip sdp-media-profile
[profile-name]

名前付き SBE に定義されている SIP SDP メディア プロファ
イルを一覧表示し、これらが現在 CAC ポリシーに関連付け
られているかどうかを示します。または、プロファイル名が
含まれている場合、その名前付きプロファイルのコンテンツ
を表示します。

次の例では、隣接を表示します。
Router# show sbc test sbe adjacencies asr1k-1 de
SBC Service "test"
Adjacency asr1k-1 (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
22.22.22.2:5060, VRF Admin
Signaling-peer:
33.33.33.3:5060
Remote address:
33.33.33.3 255.255.255.255
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted
Outbound-flood-rate:
None
Ping-enabled:
No
Signaling Peer Status: Not Tested
media-late-to-early-iw:
incoming
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Router# show sbc test sbe adjacencies asr1k-2 de
SBC Service "test"
Adjacency asr1k-2 (SIP)
Status:
Attached
Signaling address:
22.22.22.2:5061, VRF Admin
Signaling-peer:
44.44.44.4:5061
Remote address:
44.44.44.4 255.255.255.255
Force next hop:
No
Account:
Group:
None
In header profile:
Default
Out header profile:
Default
In method profile:
Default
Out method profile:
Default
In UA option prof:
Default
Out UA option prof:
Default
In proxy opt prof:
Default
Out proxy opt prof:
Default
Priority set name:
None
Local-id:
None
Rewrite REGISTER:
Off
Target address:
None
NAT Status:
Auto Detect
Reg-min-expiry:
3000 seconds
Fast-register:
Enabled
Fast-register-int:
30 seconds
Authenticated mode:
None
Authenticated realm:
None
Auth. nonce life time: 300 seconds
IMS visited NetID:
None
Inherit profile:
Default
Force next hop:
No
Home network Id:
None
UnEncrypt key data:
None
SIPI passthrough:
No
Rewrite from domain:
Yes
Rewrite to header:
Yes
Media passthrough:
No
Hunting Triggers:
Global Triggers
Redirect mode:
Pass-through
Security:
Untrusted
Outbound-flood-rate:
None
Ping-enabled:
No
Signaling Peer Status: Not Tested
media-late-to-early-iw:
outgoing

次のコマンドは、指定のポリシー セットに関連付けられている CAC ポリシー テーブルの概要を一覧
表示します。
Router# show sbc test sbe cac-policy-set 1 table table entry 1
SBC Service "test"
Policy set 1 table table entry 1
Match value
SIPP-1
Action
CAC policy complete
Max updates
Unlimited
Max bandwidth
Unlimited
Max channels
Unlimited
Transcoder
Allowed
Caller privacy setting
Never hide
Callee privacy setting
Never hide
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Early media
Allowed
Early media direction
Both
Early media timeout
0
Caller voice QoS profile default
Caller video QoS profile default
Caller sig QoS profile
default
Callee voice QoS profile default
Callee video QoS profile default
Callee sig QoS profile
default
Restrict codecs to list
allowed_caller
Restrict caller codecs to list
allowed_caller
Restrict callee codecs to list
default
Media bypass
Allowed
Number of calls rejected by this entry
0
Router# show sbc test sbe cac-policy-set 1 table table entry 2
SBC Service "test"
Policy set 1 table table entry 2
Match value
SIPP-2
Action
CAC policy complete
Max updates
Unlimited
Max bandwidth
Unlimited
Max channels
Unlimited
Transcoder
Allowed
Caller privacy setting
Never hide
Callee privacy setting
Never hide
Early media
Allowed
Early media direction
Both
Early media timeout
0
Caller voice QoS profile default
Caller video QoS profile default
Caller sig QoS profile
default
Callee voice QoS profile default
Callee video QoS profile default
Callee sig QoS profile
default
Restrict codecs to list
allowed
Restrict caller codecs to list
default
Restrict callee codecs to list
allowed
Media bypass
Allowed
Number of calls rejected by this entry
0
Router#

次に、SBC サービスのもとで設定されている SDP メディア プロファイルを一覧表示する例を示しま
す。
Router# show sbc test sbe sip sdp-media-profile
SDP Media profiles for SBC service "test"
Name
In use
====================================
MediaProfile
Yes

次に、名前付き SDP メディア プロファイルのコンテンツを表示する例を示します。
Router# show sbc test sbe sip sdp-media-profile MediaProfile
SDP media profile "MediaProfile"
Elements:
Sequence Number : 1
media-Line 1
: m=audio 0 RTP/AVP 31
media-Line 2
: a=aaa:testing
In use by CAC table testpolicytable, entry 1
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アーリー メディア（early media）機能は、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコ
ル）コールのためにサポートされています。アーリー メディア（Early Media）は、コールが実際に確
立する前に 2 つのユーザ エージェントが通信を行う機能です。アーリー メディアのサポートは、
Public Switched Telephone Network（PSTN; 公衆電話回線網）との相互運用性、および課金の目的の
両方で重要です。
アーリー メディアは、コールが正式に接続する前、メディアがフローを開始したときに定義されます。
メディア チャネルは、コール接続の前にセットアップされます。これらのチャネルは、発信側に聞こ
える呼び出しトーンを提供するために使用されます。発信側のエンドポイントや、保留音のようなその
他のキューイング サービスにより生成されるものではありません。

（注）

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース以降、この機能がサポートされているのは統合モデルだけです。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
アーリー メディアの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XR ソフトウェ

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

ア リリース

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「アーリー メディア サポートの制約事項」（P.1007）
• 「アーリー メディアに関する情報」（P.1008）

アーリー メディア サポートの制約事項
アーリー メディア サポートの制約事項は次のとおりです。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、RFC 3960 で定義されているとおり、アーリー メ
ディアのゲートウェイ モデルをサポートしています。
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• アーリー メディアは、遅い SDP を送信するエンドポイントでは動作しません。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、現在、RFC 3312 をサポートしていません。

アーリー メディアに関する情報
現在の実装では、183 応答コードを通じて、アーリー メディアがサポートされています。着信側が発
信側にアーリー メディアを送信する場合、183 応答が送られます。この応答には、Session Description
Protocol（SDP; セッション記述プロトコル）が含まれます。発信側は応答を受信すると、ユーザの注
意を喚起するような行為（たとえば、呼び出しトーンをならす、ポップアップ ウィンドウを表示する）
をローカルで行わず、受信したメディアの再生を開始します。183 応答の SDP は、Real-Time Control
Protocol（RTCP; リアルタイム制御プロトコル）パケットの送信先アドレスを提供します。
実装の中には、発信側からのメディアを取得し、これを同じく着信側に送信するものもあります。コー
ルが最終的に拒否されると、着信側は 2xx 以外の最終応答を生成します。発信側はこの応答を受信す
ると、再生、またはメディアの送信を停止します。しかし、コールが許可されると、着信側は（通常、
183 応答と同じ SDP を使用して）2xx 応答を生成し、発信側に送信します。メディアの送信はこれま
でどおり継続されます。
また、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、アーリー メディアについて、次のようなサ
ポートも提供しています。

• アーリー メディアのフロー後（コールの接続前および後）にメディアの再ネゴシエーション。メ
ディアの再ネゴシエーションは、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で、PRACK メソッ
ド、および UPDATE メソッドを使用してサポートされます。
• （任意）SIP エンドポイントによる SIP UPDATE のサポート（UPDATE サポートされていない
アーリー メディアを含む）。

• RFC 3312 の前提条件。
• Required、Supported、および Proxy-Require ヘッダーに対する設定可能な SIP サポート。
• Cisco Gateway の非標準 PRACK 動作との相互運用性を可能にする隣接単位のフラグ。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SIP インスタント メッセージング（IM）がサポー
トされます。SIP インスタント メッセージングのオプションには、設定可能な SIP インスタント メッ
セージングの record-route パススルーとプライバシーの 2 つがあります。
標準的な SIP インスタント メッセージングの実装では、エンドツーエンドの Record-Route パススルー
が使用されますが、プライバシーは適用されません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

SIP インスタント メッセージングの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.5

SIP インスタント メッセージング機能が Cisco IOS XR に追加されまし
た。

内容
この章の内容は、次のとおりです。

• 「SIP インスタント メッセージング」（P.1009）
• 「SIP インスタント メッセージングの設定可能なオプション」（P.1010）
• 「SIP インスタント メッセージングの SDP 処理」（P.1013）

SIP インスタント メッセージング
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SIP インスタント メッセージング（IM）がサポー
トされます。SIP インスタント メッセージングでは、SBC はコールを次のように処理します。
• メディア アナウンス m=message または m=x-ms-message を使用するコールが許可されます。
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• 複数の m=message 行が含まれるメッセージが許可されます。
• SBC では、IM ダイアログをサポートするために帯域幅を割り当てません。これは、そのようなダ
イアログのメディア ストリームがないためです。

• SDP にその他のメディア タイプも含まれている場合は、IM メッセージは拒否されます。
• SBC は、プライバシーが設定されていない場合は SDP ボディーを変更せずに転送します。
発信側と着信側がエンドツーエンドの Route ヘッダー セットを使用できるように、Record-Route ヘッ
ダーを IM ダイアログのある側から別の側に通過させるよう SBC を設定できます。この場合は、SBC
は、Record-Route ヘッダーを追加して、Contact を書き換えないことによって、メッセージのフロー
に残ります。

SIP インスタント メッセージングの設定可能なオプション
SIP インスタント メッセージングの 2 つのオプションが設定可能です。次の項で説明します。
• 「SIP インスタント メッセージングの Record-Route パススルー」（P.1010）
• 「SIP インスタント メッセージングのプライバシー」（P.1012）
標準的な SIP インスタント メッセージングの実装では、エンドツーエンドの Record-Route パススルー
が使用されますが、プライバシーは適用されません。

SIP インスタント メッセージングの Record-Route パススルー
ここでは、Record-Route パススルーについて説明します。次のサブセクションがあります。

• 「Record-Route パススルーの概要」（P.1010）
• 「登録済みの加入者と Record-Route パススルー」（P.1011）
• 「Record-Route パススルーの設定」（P.1011）

Record-Route パススルーの概要
Record-Route セットは、ホップバイホップ ルート SIP メッセージが SIP ダイアログの一部として 2 つ
のエンドポイント間を通過しなければならないことを表します。エンドポイントへの最終ホップは、

Contact ヘッダーで表されます。SBC の標準的な動作では、Contact が書き換えられ、2 つの独立した
Record-Route セット（コールの側ごとに 1 つ）が維持されます。これらの各 Record-Route セットは、
コールの同じ側にあるエンドポイントと隣接間のルートを表しています。
エンドツーエンドの Record-Route セットを通過させるということは、コールの隣接が最終ホップを表
さないため、Contact ヘッダーによって識別されないようにする必要があることを意味します。エンド
ツーエンド Record Route セットの通過時に、SBC は、エンドツーエンドの Contact も書き換えること
なく通過させます。この場合は、SBC は、着信隣接と発信隣接を表す Record-Route ヘッダーを追加す
ることによって、フローに残ります。
着信隣接と発信隣接に競合している Record-Route パススルー設定がある場合は、着信隣接の設定が使
用されます。たとえば、着信隣接で Record-Route パススルーがイネーブルになっていても、発信隣接
でイネーブルになっていない場合は、発信隣接は、提供された Record-Route セットを転送し、発信隣
接に対応する Record-Route ヘッダーを追加して、Contact ヘッダーを未変更のままにします。
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登録済みの加入者と Record-Route パススルー
Record-Route パススルーの動作は、着信隣接の Record-Route パススルー設定に関係なく、登録済みの
エンドポイントの間で送受信される SIP メッセージには適用されません。
SIP 仕様（RFC 326）は、レジストラが REGISTER メッセージに存在する Record-Route ヘッダーを無
視するよう定めています。そのため、SBC が登録済みの加入者の間で作成された後続のダイアログに
確実に残るようにするには、SBC は REGISTER メッセージで Contact を書き換える必要があります。
SBC は、ネットワークに以前にパブリッシュされた Contact と一致するように、登録済みのエンドポ
イントによって作成されるその後のダイアログで Contact を更新します。SBC が Contact を書き換えた
時点で、SBC は既存の Record-Route セットをすべて終了し、新規のセットを作成します。

Record-Route パススルーの設定
Record-Route セットを通過させるために、SBC は、passthrough header record-route コマンドを使
用して隣接単位で設定を行います。

• オフになっている（パススルー ヘッダーの record-route がない）場合は、Record-Route セットは
キャッシュされ、エンドポイントに返されます。その後、Record-Route セットは、後続の発信
メッセージで Route ヘッダーを作成するために使用されます。どちらの側でもエンドツーエンドの
Record-Route セット全体は表示されません。これはデフォルトの動作です。
• オンであると、登録済みの加入者の間で要求が行われない場合は、次のことが発生します。
– dialog-creating 要求では、要求に存在する Record-Route セットは SBC を通過し、受信側のエ
ンドポイントに転送されます。

– 要求に存在する Contact は SBC を通過し、受信側のエンドポイントに転送されます。
– 着信隣接と発信隣接を表す Record-Route ヘッダーが要求に追加されます。
– エンドツーエンドの Record-Route セットは、応答の SBC を通過して戻され、発信側エンドポ
イントに転送されます。両方のエンドポイントでエンドツーエンドの Record-Route セット全
体が表示されます。

– 発信隣接の設定に関係なく、動作は前述のとおりです。
– 後続の in-dialog 要求では、dialog-creating 要求で受信した Contact と一致するよう Request
URI は更新されません。
登録済みの加入者の間で行われた要求は、record-route パススルーがオフであった場合と同じように
処理されます。
トポロジの隠蔽またはプライバシーがコールに適用される場合は、record-route パススルーの設定に
関係なく Record-Route セットは要求から除去されます。

Record-Route パススルーを設定しても、後続のメッセージで Route ヘッダーは通過しません。
Record-Route パススルーがイネーブルになっている場合は、前に説明したように IM ダイアログの
メッセージは調整されます。そのような Record-Route パススルーの調整の例として、次の要求は、
Record-Route パススルーをイネーブルにすると、IM ダイアログに使用される INVITE 要求がどのよ
うな影響を受けるかを示しています。最初の例では、Record-Route パススルーは使用されません。2
番めの例では、Record-Route パススルーがイネーブルにされ、SBC によって、太字の Record-Route
情報が INVITE 要求に追加されます。どちらの例でも、プライバシーは使用されません。
これらの例では、INVITE 要求は SBC から SIP プロキシ サーバへのアウトバウンドです。
アウトバウンド INVITE（Record-Route パススルーなし）：
INVITE sip:callee@callee.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP sbc.com;branch=z9hG4bK-sbc-1
From: Caller <sip:caller@dcsbc.com>;tag=dcsbc
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To: Callee <sip:callee@callee.com>
Call-ID: sbc-call-1
Contact: Caller <sip:abcd@sbc.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 135
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.1.121
s=session
c=IN IP4 192.168.1.121
t=0 0
m=message 5060 sip sip:caller@caller.com
c=IN IP4 192.168.1.122

アウトバウンド INVITE（Record-Route パススルーあり）：
INVITE sip:callee@callee.com SIP/2.0
From: Caller <sip:caller@caller.com>;tag=caller-tag-1
To: Callee <sip:callee@callee.com>
Call-ID: call-1
Contact: Caller <sip:caller@caller.com>
Record-Route: <sip:proxy1@example.com;lr>
Record-Route: <sip:caller_adj@sbc.com;lr>
Record-Route: <sip:callee_adj@sbc.com;lr>

SIP インスタント メッセージングのプライバシー
IM プライバシーでは、通常のコールに使用される CAC 設定も IM ダイアログに使用されます。CAC
テーブル エントリ コマンド オプション caller-privacy によってプライバシーを設定します。このコマ
ンドの使用については、http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
で『Cisco Unified Border Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model 』を参照してくだ
さい。
プライバシーがイネーブルになっている場合は、SBC は、SIP IM SDP の 3 つのフィールドを調整して
匿名にします。

• Connection 行（c=）には、接続アドレス フィールドの重要な IP アドレス情報が含まれていること
があります。この情報は、対応する隣接のローカル アドレスとともに Session Description level
Connection 行を挿入することで隠蔽されます。その他の Connection 行はすべて削除されます。
• o= 行は SBC の独自の情報で置き換えられます。この行のアドレス フィールドは c= 行と一致する
よう設定されます。

• SIP IM ストリームを示す SDP では、Media Descriptions 行（m=）の形式は次のようになります。

m=message port[/number_of_ports] sip format_list
上記の format_list は SIP URL であり、ユーザの機密情報が含まれていることがあります。ユーザ
の機密情報は、Media Description 行を示すメッセージをすべて除去し、次の Media Description 行
を含むオファーを転送することで隠蔽されます。

m=message 5060 sip sip:anonymous@192.168.10.10
次の例は、caller-privacy をイネーブルにすると、IM ダイアログに使用される SDP メッセージがどの
ような影響を受けるかを示しています。例では、192.168.10.10 は発信隣接のローカル アドレスで、
192.168.2.20 は着信隣接のアドレスです。例では、太字の情報は、発信側を匿名にするために調整され
ています。次の例は、SBC から SIP プロキシ サーバへのアウトバウンドです。
アウトバウンド INVITE（プライバシーなし）：
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.1.121
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s=session
c=IN IP4 192.168.1.121
t=0 0
m=message 5060 sip sip:caller@caller.com
c=IN IP4 192.168.1.122

アウトバウンド INVITE（プライバシーあり）：
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.10.10
s=session
c=IN IP4 192.168.10.10
t=0 0
m=message 5060 sip sip:anonymous@192.168.10.10
c=IN IP4 192.168.10.10

次の例は、SBC から SIP ゲートウェイへのアウトバウンドです。
アウトバウンド 200 OK（プライバシーなし）：
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.2.200
s=session
c=IN IP4 192.168.2.200
t=0 0
m=x-ms-message 5060 sip null

アウトバウンド 200 OK（プライバシーあり）：
v=0
o=- 0 0 IN IP4 192.168.2.20
s=session
c=IN IP4 192.168.2.20
t=0 0
m=x-ms-message 5060 sip sip:anonymous@192.168.2.20

SIP インスタント メッセージングの SDP 処理
SDP では、SBC は、m=message または m=x-ms-message の有無で IM ダイアログを識別します。IM
とオーディオ / ビデオ メディア回線の両方が組み込まれているオファーでは、SBC はエラー コード
488 Not Acceptable Here でオファーを拒否します。最初のメディア ネゴシエーションの後、IM から
非 IM（またはその逆）へのコールを変更しようとする後続の再オファーもエラー コード 488 で拒否さ
れます。

SBC は、プライバシーが原因の変更を除き、IM ダイアログの SDP を未変更のまま通過させます
（「SIP インスタント メッセージングのプライバシー」（P.1012）を参照）。SBC は、ゲートまたはメ
ディア ピンホールを割り当てません。
ここでは、SBC が SIP インスタント メッセージングの SDP を処理する方法について詳しく説明しま
す。

• 「SDP の SIP URL」（P.1014）
• 「その他の SDP 処理」（P.1014）
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SDP の SIP URL
SIP IM ダイアログに接続された SDP には、Media Description 行に SIP URL が含まれていることがあ
ります。次に例を示します。
m=message 5060 sip sip:example@home.net
エンドポイントが（Request URI に URL を入れることによって）in-dialog メッセージを SDP の URL
に送信する場合の動作は、次のようになります。

• SBC が Record-Route セットを通過させるように設定されていない場合は、要求のルーティングは
失敗することがあります。

• SBC が Record-Route セットを通過させるように設定されている場合は、要求は、Request URI を
変更せずに SBC によって転送されます。

Record-Route パススルーについては、「SIP インスタント メッセージングの Record-Route パスス
ルー」（P.1010）を参照してください。

その他の SDP 処理
ここでは、SIP インスタント メッセージングのその他の SDP 処理について説明します。

• 変換：メディア ストリームはないため、SBC がトランスコーダを導入することはありません。着
信側エンドポイントがメディア タイプをサポートしていない場合は、コールは失敗します。

• 特殊なメディア記述：SDP に、専用のメディア タイプである m=x-ms-message が含まれているこ
とがあります。SBC は、m=x-ms-message を m=message と完全に同じように扱います。その他の
専用のメディア タイプについてのサポートは追加されていません。

• インターワーキング：SIP インスタント メッセージングは、SIP/H.323 コールまたは SIP-SIP レイ
ト メディアとアーリー メディア間インターワーキング コールの間のインターワーキングを行いま
せん。これらのシナリオで IM ダイアログを使用する場合は、コールの設定は応答コード 488 Not
Acceptable Here で失敗します。

• 無効な接続アドレス：SBC は、プライバシーが設定されている場合を除き、SIP IM ダイアログの
SDP を編集しません。そのため、SBC を通過する接続アドレスは、受信側エンドポイントに関す
る限り有効ではない可能性があります。メディアはエンドポイント間を流れないため、これは許容
可能です。
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コール エンドポイントは、IETF RFC 3312 に従って、メディア リソースを使用する前に、リソースが
このメディア ストリーム用に完全に予約されているかどうかを判別できます。この機能は、リソース
予約プロトコル（RSVP）などの別の Quality of Service（QoS）シグナリングを使用する場合に有益で
す。この機能を実装するために、RFC 3312 は、メディア ストリームの詳細度に 3 つの新しい a= 行を
定義しています。エンドポイントは、これらの行を使用して、新しい Session Description Protocol
（SDP; セッション記述プロトコル）を採用するための予約情報と前提条件を通知します。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 以降では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
リソース管理と SIP の統合サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加され
ました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「リソース管理の統合に関する制約事項」（P.1015）
• 「リソース管理の統合に関する情報」（P.1016）

リソース管理の統合に関する制約事項
リソース管理の統合に関する制約事項は、次のとおりです。

• この機能を実装すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、メディア ステートの報
告または前提条件の生成を行いません。前提条件が存在するかどうかを検出し、存在する場合は、
必須の前提条件がすべて満たされているかどうかを調べるだけです。

• この機能は SIP 限定機能であり、H.323 または SIP-H.323 インターワーキングではサポートされま
せん。
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• RFC 3312 シグナリング プロシージャでは、必須の前提条件が満たされている場合に限り、メディ
アの再ネゴシエーションが行われます。

リソース管理の統合に関する情報
SIP メッセージの Require ヘッダー フィールドまたは Supported ヘッダー フィールドに前提条件タグ
が存在する場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）はメッセージのパススルーを許可しま
す。また、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ステートと前提条件を示す未変更の SDP
のパススルーも許可します。
オファーの処理に失敗すると、基盤の SIP メッセージが拒否されるか、コールが廃棄されます。アン
サーの処理に失敗すると、失敗の理由に関係なく、コールが廃棄されます。
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、E.164 番号マッピング（ENUM）をサポートします。

SNMP の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.1S

ENUM クライアント機能が導入されました。

内容
• 「ENUM クライアント設定について」（P.1017）
• 「ENUM クライアントの設定」（P.1018）
• 「ENUM クライアントの設定例」（P.1027）

ENUM クライアント設定について
E.164 番号マッピング（ENUM）は、電話番号が DNS サーバで維持されるように、IP アドレスに電話
番号を変換する（およびその逆の処理を行う）ための IETF 標準プロトコルです。
SBC ENUM クライアントは設定可能であり、国際電話番号の ITU 標準形式である E.164（国番号、市
外局番、電話番号）を受け入れます。

ENUM クライアントは、電話番号を標準 SIP/SIP URI に変換します。これは DNS サーバによって解
決され、SBC ルーティング テーブルに格納されます。現在は、IPv4 だけがサポートされています。
電話番号がコールされると、ENUM クライアントは SIP/SIP URI を DNS サーバに問い合わせます。
DNS サーバは ENUM クライアントに URI を返し、ENUM クライアントは SBC のルーティング テー
ブルに URI を保存します。

宛先アドレス
着信者番号の宛先アドレスは、一般に、Request URI から取得されます。ただし、宛先アドレスはルー
ティング テーブルの他のヘッダー（To: ヘッダーや P-Called-Party-Id: ヘッダー）から取得されること
もあります。

ENUM クライアント機能は、ヘッダーの優先順位リストを設定する機能をユーザに提供します。この
リストは、To: ヘッダーや Request URI など、非必須 SIP ヘッダーで構成されることがあります。リス
トが設定されると、SBC はこのヘッダー リストから着信者番号の宛先アドレスを取得できます。
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宛先アドレス ヘッダーは、ヘッダー フィルタ プロファイル MIB テーブルに保存されます。宛先アド
レスは RFC 3261 で定義されているアドレス構文仕様に準拠する必要があります。アドレス ヘッダー
リストには、最大 10 のエントリが含まれることがあります。

ENUM クライアントは最初に、Request URI を検索します。一致する着信者番号が見つからない場合、
ヘッダー リストを検索します。
送信元アドレス
発信者番号の送信元アドレスは、一般に From: ヘッダーから取得されます。送信元アドレスは、次の
設定を使用して変更できます。
header-profile <name>
src-address

また、発信者番号の送信元アドレスを取得するヘッダーの優先順位リストを設定できます。このリスト
は、非必須 SIP ヘッダーで構成されることがあります。
送信元アドレス ヘッダーは、ヘッダー フィルタ プロファイル MIB テーブルに保存されます。送信元
アドレスは RFC 3261 で定義されているアドレス構文仕様に準拠する必要があります。アドレス ヘッ
ダー リストには、最大 10 のエントリが含まれることがあります。

diverted-by アドレス
ENUM クライアント機能は、別の番号によって転送されるコールのヘッダーの優先順位リストから送
信元番号を取得するようにサポートされています。コールが別の番号によって転送された場合、送信元
アドレスは、ヘッダーの diverted-by リストから取得する必要があります。ユーザは、このタイプの
コールを拒否するヘッダー アクションを設定することもできます。

ヘッダー プロファイル
ユーザは、ヘッダー プロファイルを設定することで、ターゲット アドレスでアクションを実行するよ
うに設定できます。
次のアクションは、ターゲット アドレスのヘッダー プロファイルで設定できます。

• goto-table-name
• complete
• reject

SBC ENUM クライアント設定の手順については、「ENUM クライアントの設定」（P.1018）を参照し
てください。

SBC ENUM クライアント設定例については、「ENUM クライアントの設定例」（P.1027）を参照して
ください。
また、次のコマンドを使用して、SIP DNS キャッシュを設定することもできます。

• cache-lifetime：キャッシュされた DNS エントリのライフタイムを設定します。
• cache-limit：キャッシ ュに格納できるエントリの最大数を設定します。

ENUM クライアントの設定
ここでは、2 種類の設定を説明します。

• 「ENUM クライアントの設定」（P.1019）
• 「複数の ENUM エントリのコール ポリシーの設定」（P.1020）
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ENUM クライアントの設定
ENUM クライアントを設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. enum enum-id
5. req-timeout timeout
6. max-recursive-depth number
7. entry entry-name
8. server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]
9. dial-plan-suffix suffix
10. max-responses number
11. activate
12. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc MySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

ENUM CUSTOMER ID 番号を割り当て、ENUM コンフィ
ギュレーション モードを開始します。現在は、番号 1 だけ
が許可されます。

enum enum-id

例：
Router(config-sbc-sbe)# enum 1

ステップ 5

ENUM 要求タイムアウト時間を設定します。

req-timeout timeout

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# req-timeout 10000
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

max-recursive-depth number

非終端の Resource Record（RR; リソース レコード）の再
帰的 ENUM ルックアップの最大数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)#
max-recursive-depth 100

ステップ 7

entry entry-name

ENUM クライアント エントリ名を設定し、ENUM エント
リ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# entry ENUM_1

ステップ 8

server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]

例：

ENUM クライアントの DNS サーバの IPv4 アドレスを設
定します。オプションで、VRF に DNS サーバを関連付け
ます。

Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# server ipv4
10.10.10.10 vrf VRF1

ステップ 9

dial-plan-suffix suffix

ENUM クエリーに使用するダイヤル プラン サフィックス
を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
dial-plan-suffix Example.Suffix

ステップ 10 max-responses number

ルーティング モジュールに戻される ENUM レコードの最
大数を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# max-responses 100

ステップ 11 activate

ENUM クライアントをアクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate

ステップ 12 end

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

複数の ENUM エントリのコール ポリシーの設定
複数の ENUM エントリのコール ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. enum enum-id
5. entry (enum) entry-name
6. server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]
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7. dial-plan-suffix suffix
8. entry (enum) entry-name
9. server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]
10. dial-plan-suffix suffix
11. activate
12. exit
13. sip header-profile profile-name
14. dst-address
または

src-address
または

div-address
15. header-prio priority-level header-name header-name
16. exit
17. call-policy-set policy-set-id
18. first-call-routing-table table-name
19. rtg-src-adjacency-table table-id
20. entry entry-id
21. enum enum-id entry (enum) entry-name
22. action next-table goto-table-name
23. entry entry-id
24. match-adjacency key
25. enum enum-id entry (enum) entry-name
26. dst-adjacency target-adjacency
27. action complete
28. rtg-dst-address-table table-id
29. entry entry-id
30. match-address key
31. dst-adjacency target-adjacency
32. action complete
33. entry entry-id
34. match-address key
35. dst-adjacency target-adjacency
36. action complete
37. entry entry-id
38. match-address key
39. prefix
40. dst-adjacency target-adjacency
41. action complete
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42. complete
43. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc MySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

enum enum-id

例：

ENUM ID 番号を割り当て、ENUM コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。現在は、番号 1 だけが許可されま
す。

Router(config-sbc-sbe)# enum 1

ステップ 5

entry (enum) entry-name

デフォルトの ENUM エントリを設定し、ENUM エントリ
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# entry default-enum

ステップ 6

server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]

ENUM クライアントの DNS サーバの IPv4 アドレスを設
定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# server ipv4
10.10.10.10

ステップ 7

dial-plan-suffix suffix

この ENUM クエリーに使用するダイヤル プラン サフィッ
クスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
dial-plan-suffix e164.arpa

ステップ 8

entry (enum) entry-name

別の ENUM エントリを設定し、ENUM エントリ コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# entry
cisco-enum

ステップ 9

server ipv4 ip_address [vrf vrf_name]

ENUM クライアントの DNS サーバの IPv4 アドレスを設
定し、VRF に DNS サーバを関連付けます。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# server ipv4
10.0.0.22 vrf cisco-vrf
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 10 dial-plan-suffix suffix

この ENUM クエリーに使用するダイヤル プラン サフィッ
クスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
dial-plan-suffix cisco.com

ステップ 11 activate

ENUM クライアントをアクティブ化します。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# activate

ステップ 12 exit

前のモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit

ステップ 13 sip header-profile profile-name

SBE エンティティ モードでヘッダー プロファイルを設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile enum

ステップ 14 dst-address

宛先アドレス サブモードを開始します。
または
送信元アドレス サブモードを開始します。
または
diverted-by アドレス サブモードを開始します。

or
src-address
or
div-address

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# dst-address
or
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# src-address
or
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# div-address

ステップ 15 header-prio priority-level header-name
header-name

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
1 header-name Dst_Add_Hdr_1
or
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
1 header-name Src_Add_Hdr_1
or
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-div)# header-prio
1 header-name Div_Add_Hdr_1

ステップ 16 exit

宛先アドレスが取得されるヘッダーの優先順位を設定しま
す。
または
送信元アドレスが取得されるヘッダーの優先順位を設定し
ます。
または
diverted-by アドレスを介して取得したヘッダーの優先順位
を設定します。

前のモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# exit
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コマンドまたはアクション
ステップ 17 call-policy-set policy-set-id

目的
新しいコール ポリシー セットを作成し、SBE ルーティン
グ ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# call-policy-set
1

ステップ 18 first-call-routing-table table-name
例：

新しいコール イベントに対してポリシーのルーティング段
階を実行するときに最初に処理するポリシー テーブルの名
前を設定します。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
first-call-routing-table rt1

ステップ 19 rtg-src-adjacency-table table-id

既存のルーティング テーブル（この場合は rt1）のコン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)#
rtg-src-adjacency-table rt1

ステップ 20 entry entry-id

ルーティング テーブルのエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
entry 2

ステップ 21 enum enum-id entry (enum) entry-name

ルーティング テーブル エントリのデフォルト ENUM エン
トリを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# enum 1 entry default-enum

ステップ 22 action next-table goto-table-name

ルーティング テーブル エントリ 1 を受け取るように、ア
クションを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action next-table da1

ステップ 23 entry entry-id

ルーティング テーブルのエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# entry 2

ステップ 24 match-adjacency key

送信元隣接に対して、エントリ 1 の照合値を設定します。
この場合、送信元隣接は sip2 です。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-adjacency sip2

ステップ 25 enum enum-id entry (enum) entry-name

ルーティング テーブル エントリの ENUM エントリを設定
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# enum 1 entry cisco-enum
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 26 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブルのエントリ 2 の宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# dst-adjacency sip-proxy1

ステップ 27 action complete

ルーティング テーブル エントリ 2 を受け取るように、ア
クションを設定します。この場合は、アクション完了で
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action complete

ステップ 28 rtg-dst-address-table table-id

着信者番号と照合するように、宛先アドレスを検索する
ルーティング テーブル（da1）を指定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# rtg-dst-address-table da1

ステップ 29 entry entry-id

ルーティング テーブルのエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)#
entry 1

ステップ 30 match-address key

ルーティング テーブル内のエントリ 1 の照合値を、宛先番
号と照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-address bob

ステップ 31 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブルのエントリ 1 の宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# dst-adjacency sip-proxy2

ステップ 32 action complete

ルーティング テーブル エントリ 1 を受け取るように、ア
クションを設定します。この場合は、アクション完了で
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action complete

ステップ 33 entry entry-id

ルーティング テーブルのエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# entry 2

ステップ 34 match-address key

ルーティング テーブル内のエントリ 2 の照合値を、宛先番
号と照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-address kate
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ステップ 35 dst-adjacency target-adjacency

目的
ルーティング テーブルのエントリ 2 の宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# dst-adjacency sip-proxy3

ステップ 36 action complete
例：

ルーティング テーブル エントリ 2 を受け取るように、ア
クションを設定します。この場合は、アクション完了で
す。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action complete

ステップ 37 entry entry-id

ルーティング テーブルのエントリを作成します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# entry 3

ステップ 38 match-address key

ルーティング テーブル内のエントリ 3 の照合値を、宛先番
号と照合するように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# match-address 44

ステップ 39 prefix

このエントリの match-address をアドレスの先頭部分と照
合するかどうかを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# prefix

ステップ 40 dst-adjacency target-adjacency

ルーティング テーブルのエントリ 3 の宛先隣接を設定しま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# dst-adjacency sip-proxy4

ステップ 41 action complete
例：

ルーティング テーブル エントリ 3 を受け取るように、ア
クションを設定します。この場合は、アクション完了で
す。

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# action complete

ステップ 42 complete

フル セットのコミット後にコール ポリシー セットを完了
します。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)
# complete

ステップ 43 end

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# end
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ENUM クライアントの設定例
例 1：ENUM クライアント
ENUM クライアントを設定するには、次の手順を実行します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# enum 1
Router(config-sbc-sbe-enum)# req-timeout 10000
Router(config-sbc-sbe-enum)# max-recursive-depth 100
Router(config-sbc-sbe-enum)# entry ENUM_1
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# server ipv4 10.10.10.10 vrf VRF1
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# dial-plan-suffix Example.Suffix
Router(config-sbc-sbe-enum)# max-responses 100
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

例 2：複数の ENUM エントリのコール ポリシー
複数の ENUM エントリのコール ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mysbc
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# enum 1
Router(config-sbc-sbe-enum)# entry
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)#
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit

default-enum
server ipv4 192.168.10.1
dial-plan-suffix e164.arpa
entry cisco-enum
server ipv4 10.0.0.22 vrf cisco-vrf
dial-plan-suffix cisco.com
activate

Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile enum
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr) dst-address
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-dst)# exit
or
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile enum
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr) src-address
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-src)# exit
or
Router(config-sbc-sbe)# sip header-profile enum
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr) div-address
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-div)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-div)# header-prio
Router(config-sbc-sbe-sip-hdr-div)# exit

1 header-name Dst_Add_Hdr_1
2 header-name Dst_Add_Hdr_2

1 header-name Src_Add_Hdr_1
2 header-name Src_Add_Hdr_2

1 header-name Div_Add_Hdr_1
2 header-name Div_Add_Hdr_2

Router(config-sbc-sbe-sip-hdr)# call-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# first-call-routing-table rt1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# rtg-src-adjacency-table rt1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# match-adjacency sip2
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# enum 1 entry default-enum
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Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)# action next-table da1
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

entry 2
match-adjacency sip2
enum 1 entry cisco-enum
dst-adjacency sip-proxy1
action complete
rtg-dst-address-table da1

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

entry 1
match-address bob
dst-adjacency sip-proxy2
action complete

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#

entry 2
match-address kate
dst-adjacency sip-proxy3
action complete

Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy-rtgtable-entry)#
Router(config-sbc-sbe-rtgpolicy)# end
Router#

entry 3
match-address 44
prefix
dst-adjacency sip-proxy4
action complete
complete
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第 14 部：IPv6

IPv6 サポート
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP シグナリングおよびメディアに対し、統合モデル
の IPv6 アドレッシングをサポートします。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、IPv4 から
IPv6 への SIP シグナリングおよびメディア インターワーキングと、IPv6 から IPv6 への SIP シグナリ
ングおよびメディア インターワーキングを処理できます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

IPv6 サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release 2.6 IPv6 のサポート機能が、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されまし
た。

Cisco IOS XE Release
3.1S

VRF の IPv6 のサポートが Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加されま
した。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「前提条件」（P.1032）
• 「制約事項」（P.1032）
• 「IPv6 サポートに関する情報」（P.1032）
• 「IPv6 の設定」（P.1034）
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前提条件
IPv6 サポートを実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。
事前に Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定してから IPv6 サポートを実装してくださ
い。

制約事項
Cisco Unified Border Element（SP Edition）における IPv6 サポートの制約事項は次のとおりです。
• IPv6 上の H.323 はサポートされていません。
• IPv6 上の H.248 はサポートされていません。
• SBC は 1 つのメディア ストリームで複数の IP アドレスの送受信をサポートしません。
詳細については、RFC 4091『The Alternative Network Address Types (ANAT) Semantics for the

Session Description Protocol (SDP) Grouping Framework and ICE (Interactive Connectivity
Establishment)』を参照してください。

• IPv6 上の DNS ルックアップはサポートされていません。
• IPv6 上の RADIUS（アカウンティングおよび認証）はサポートされません。

IPv6 サポートに関する情報
Cisco IOS XE Release 2.6 で、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SIP シグナリングおよ
びメディアのために統合モデルで IPv6 アドレッシングを次のようにサポートしています。
• IPv4 から IPv6 への SIP シグナリング インターワーキング
• IPv4 から IPv6 へのメディア インターワーキング
• IPv6 から IPv6 への SIP シグナリング
• IPv6 から IPv6 への RTP インターワーキング
• AAAA DNS クエリーのサポート
メディアプレーンの IPv6 から IPv6 への RTP インターワーキングは、分散モデルでサポートされてい
ます。統合モデルでは、IPv6 から IPv6 への SIP シグナリング コールと、IPv4 から IPv6 への SIP シ
グナリングおよびメディア インターワーキング コールが可能になりました。

SBC のデフォルトの動作では、使用するメディア アドレス タイプは隣接で設定されているシグナリン
グ アドレス タイプと一致する必要があると仮定します。そのため、コール アドミッション制御
（CAC）ポリシー設定によって上書きできるデフォルト動作は、メディア（RTP）がシグナリング
（SIP）で使用されるものと同じバージョンを使用することです。SIP で使用する IP バージョンは隣接
に設定された IP アドレスによって決まります。たとえば、着信 SIP INVITE を IPv4 隣接で受信し、
IPv6 隣接経由でルーティングされる場合、着信 RTP は IPv4 で受信し、IPv4 で送信されます。
SIP コールの IPv6 サポートは次の SBC 機能と既存の統合 SBC 機能に影響を及ぼします。
• SIP URI：IPv6 アドレスは、SIP URI 中で解析されます。
• インターワーキングする IPv4 および IPv6 隣接
– IPv6 アドレスはコンタクト ユーザ名パス スルー機能で変更されずにパス スルーされます。
– SBC は IPv6 隣接の IP または完全修飾ドメイン名のエントリをサポートします。
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（注）

隣接は、IPv4 または IPv6 のいずれかのアドレスのみについて設定できます。同じ隣接の
IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの組み合わせはサポートされません。

（注）

IPv4 に設定された隣接は IPv6 に変更できず、その逆もできません。変更するには、隣接
を削除し、再度作成する必要があります。隣接がルーティングまたは CAC テーブルから
参照されている場合は、これらの参照を削除してから隣接を設定解除する必要があります。

• IPv6 上の TLS：トランスポート層セキュリティ（TLS）暗号化上の SIP が設定された隣接の IPv6
アドレスを扱います。

• IPv6 上の SIP のアクセス認証
着信 SIP の要求に対してチャレンジを実行するため、SIP 着信認証の IPv6 隣接をサポートします。

IPv6 隣接経由の着信コールでは、隣接でアクセス認証または着信認証が設定されている場合、
コールはナンスでチャレンジを実行されます（IPv4 アドレスで起きることと同様です）。後続の
REGISTER メッセージは、RADIUS の Access Request または Access Accept（または拒否）メッ
セージになる認証パラメータを含んでいる必要があります。RADIUS サーバとの通信は IPv4 で行
われることに注意してください。

• IPv4 および IPv6 コールの課金

Packetcable 課金レコードには IP アドレスが埋め込まれていません。そのため、IPv6 コールに対
する課金は IPv4 のコールと同様に動作し、課金および RADIUS の設定で追加設定は不要です。
ただし、IPv4 アドレッシングのみが RADIUS サーバとの通信でサポートされています。要求が
IPv6 隣接経由で到達する場合でも、認証およびアカウンティング要求は IPv4 上で送信されます。
RADIUS 要求で送信元アドレスとして使用される制御アドレスは IPv4 のみです。

Billing Manager のローカル アドレスは、RADIUS 要求の NAS IP アドレス フィールドに設定され
ます。このアドレスも IPv4 アドレスです。
• SRTP パススルー モード：IPv6 アドレッシングのための追加設定変更はありません。
• コール アドミッション制御のメディア バイパス：SBC は、メディア バイパス CAC ポリシーで許
可されている場合でも、異なる IP バージョンのエンド ポイント間のメディア バイパスを実行しよ
うとしてはなりません。

• ブラックリスト サポート：IPv4 アドレスと同様に、IPv6 アドレスまたはプレフィクスを使用した
ブラックリスト エントリの設定をサポートします。

• ロギング：IPv6 および IPv4 アドレスを表示します。
• メディア間のインターワーキング：IPv6 隣接で終端または発信されるコールをサポートします。
• ソフト スイッチシールド：ソフト スイッチに登録する IPv6 エンドポイントをサポートします。
• コール保留：IPv4 から IPv6 へのコール インターワーキングをサポートします。

RFC 2543 で規定されているように「c=0.0.0.0」を使用してコールの保留を示すことは IPv6 では
無効であり、コール保留を示すために「a=sendonly/inactive」を使用する必要があります。
• シグナリング メッセージの ToS/DSCP マーキング：送信 IPv4 および IPv6 シグナリング パケット
の DSCP マーキングをサポートします。
• SIP ヘッダー操作：着信コールのヘッダー名を変更せずに渡すことで、IPv4 および IPv6 のイン
ターワーキング コールに対し、パススルー ヘッダーの TO および FROM 機能をサポートします。

SBC は発信コールの CONTACT ヘッダーを書き換えます。
• DTMF インターワーキング：IPv6 隣接をサポートします。
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• IP レルム：IPv6 隣接をサポートします。IP アドレスは、IPv6 または IPv4 隣接で設定されている
レルムに基づいて割り当てられます。

• SIP インスタント メッセージング：IPv4 から IPv6 へのインターワーキング コールをサポートしま
す。

• SIP IP-FQDN URI 変換：IPv6 隣接の IP-FQDN エントリをサポートします。
• ドメイン名検索（DNS）：IPv6 の名前ルックアップをサポートし、A と AAAA の両方の DNS ク
エリーをサポートします。DNS ルックアップは IPv4 上で行われます。
• 高速登録：IPv6 アドレスをサポートします。
• ハイ アベイラビリティ：IPv4 から IPv6 へ、および IPv6 から IPv6 へのコールは、フェールオー
バー中に IPv4 から IPv4 へのコールと同じように動作します。

UDP 経由のコールは複製されます。TCP 経由のコールでは、シグナリング状態は複製されず、ス
イッチオーバー後に SIP メッセージを受け取ると TCP リセットが生成されます。
• メディア ヘアピニング：IPv4 から IPv4 へのコールと同様に、IPv6 から IPv6 へのコールのヘアピ
ニングがサポートされます。メディア ヘアピニングによって、コールは同じ隣接上で受信および
送信されます。

（注）

IPv4 から IPv6 へのヘアピニングはサポートされません。これは、隣接が IPv4 隣接か IPv6
隣接のいずれかであるためです。

• 3xx リダイレクト メッセージ：IPv4 から IPv6 および IPv6 から IPv4 へのリダイレクションをサ
ポートします。

3xx は、要求の送信者が 3xx 応答で提示される代替 URI に要求を試みる必要があることを示すた
めに SIP で使用する SIP 応答コードのクラスを表します。広く使用される応答コード例は、301 の
「Moved Temporarily」または 302 の「Moved Permanently」です。

IPv6 コールの ISSU の実行
ISSU を実行して上位のバージョンの Cisco IOS XE リリースにアップグレードする場合、IPv4 から
IPv4 へのコールは上位のバージョンに正常に移行します。
ISSU を実行して低いバージョンのリリースに以降する前に、まずすべての IPv6 隣接を設定解除し、
すべてのアクティブな IPv6 コールの状態を削除する必要があります。IPv6 隣接を通じてコールをクリ
アするには、no attach force abort コマンドを使用します。このコマンドは、強制的なアタッチ解除を
実行し、終了をシグナリングせずにコールを解放します。

ISSU を実行して低いバージョンの Cisco IOS XE リリースにタウングレードする場合（たとえば Cisco
IOS XE Release 2.6 から 2.5）、IPv6 設定または IPv6 隣接を通じたアクティブ コールがあるとエラー
メッセージが報告されます。ユーザが ISSU を続行すると、システムはスタンバイ プロセッサ上で使用
できる SBC 設定なしでステートフル スイッチオーバー（SSO）に到達します。ダウングレードを実行
する前に、すべての IPv6 設定およびダイナミック ステートを設定解除します（たとえば、IPv6 から
IPv6 および IPv6 から IPv4 へのコール、および IPv6 のブラックリスト）。

IPv6 の設定
IPv6 から IPv6 へのコールまたは IPv4 から IPv6 へのインターワーキング コール用に Cisco Unified
Border Element（SP Edition）を設定するには、IPv6 アドレスを使用して隣接でローカルおよびリモー
ト アドレスを設定します。
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IPv4 および IPv6 アドレスをサポートしているピアまたは別の SBC がネットワークにある場合、ロー
カル SBC で 2 つの隣接を定義する必要があります（1 つは IPv4 アドレスを使用した隣接、もう 1 つは
IPv6 アドレスを使用した隣接）。

設定例
次に、コール ルーティングを実装するために、複数の SIP 隣接の IPv6 および IPv4 シグナリングおよ
びリモート アドレスを使用して設定された asr1 SBC と、ラウンドロビン ルーティング ルールを使用
した 1 つのコール ポリシー セットの例を示します。

（注）

この手順では、caller コマンドと callee コマンドが使用されています。シナリオによっては、caller と
callee のコマンド ペアの代わりに branch コマンドを使用できます。branch コマンドはリリース 3.5.0
で導入されました。このコマンドの詳細については、「ダイレクト非制限 CAC ポリシーの設定」
（P.139）を参照してください。
!
!
sbc asr1
sbe
control address aaa ipv4 33.33.36.1
radius authentication
radius accounting server1
server server1
address ipv4 10.0.120.19
key cisco
activate
sip header-profile ccmpf1
header Allow entry 1
action pass
header Call-Info entry 1
action pass
sip method-profile 1
pass-body
method MESSAGE
action pass
sip method-profile method1
pass-body
method INFO
action pass
sip method-profile ccmmethod1
pass-body
method SUBSCRIBER
action pass
sip method-profile ccmmethod2
pass-body
method INFO
action pass
method NOTIFY
action pass
method SUBSCRIBER
action pass
adjacency sip UEV6
group IPv6
inherit profile preset-p-cscf-access
visited network identifier open-ims.test
local-id host pcscf.open-ims.test
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
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signaling-port 4060
remote-address ipv6 2001::/64
signaling-peer 2001::10:0:120:19
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip CCM134
force-signaling-peer
group v4
nat force-on
header-profile inbound ccmpf1
header-profile outbound ccmpf1
method-profile inbound ccmmethod2
method-profile outbound ccmmethod2
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 33.33.36.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.134 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.134
dbe-location-id 0
account CCM134
media-late-to-early-iw incoming
media-late-to-early-iw outgoing
dtmf disable sip notify
dtmf prefer sip info
attach
adjacency sip CCM135
group v4
nat force-on
header-profile inbound ccmpf1
header-profile outbound ccmpf1
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 33.33.36.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.135 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.135
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip CCM136
force-signaling-peer
redirect-mode recurse
signaling-address ipv4 33.33.36.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.136 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.136
dbe-location-id 0
ping-enable
ping-interval 60
ping-lifetime 2
attach
adjacency sip CSPS23
nat force-off
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 33.33.36.1
statistics method summary
remote-address ipv4 10.0.7.23 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.7.23
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip OpensipsV6
group IPv6
nat force-off
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inherit profile preset-core
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 7060
remote-address ipv6 2001::216:ECFF:FE3B:40DD/128
signaling-peer opensips.cisco.com
dbe-location-id 0
registration target address opensips.cisco.com
header-name From passthrough
dtmf prefer sip info
attach
adjacency sip CCM135-IPV6
force-signaling-peer
group v6
nat force-off
header-profile inbound ccmpf1
header-profile outbound ccmpf1
method-profile inbound ccmmethod2
method-profile outbound ccmmethod2
preferred-transport udp
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2001::10:0:50:135/128
signaling-peer 2001::10:0:50:135
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip CCM135-vrfb
vrf h323-vrf-b
nat force-off
preferred-transport udp
signaling-address ipv4 10.190.7.97
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.135 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.135
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip CCM136-IPv6
group v6
nat force-off
header-profile inbound ccmpf1
header-profile outbound ccmpf1
method-profile inbound ccmmethod2
method-profile outbound ccmmethod2
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2001::10:0:50:136/128
signaling-peer 2001::10:0:50:136
ping-enable
ping-interval 60
ping-lifetime 2
dtmf prefer sip info
attach
adjacency sip SIPP81-IPv6
group v6
nat force-off
preferred-transport udp
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2001::/64
signaling-peer 2001::10:0:244:81
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dbe-location-id 0
dtmf disable sip notify
dtmf prefer sip info
attach
call-policy-set 1
first-call-routing-table ROUTE-ON-DEST-NUM
first-reg-routing-table REG-ROUTE-ON-SRC-ADJ
rtg-src-adjacency-table REG-ROUTE-ON-SRC-ADJ
entry 1
action complete
dst-adjacency OpensipsV6
match-adjacency UEV6
rtg-round-robin-table ROUND-ROBIN
entry 1
action complete
dst-adjacency CCM136
entry 2
action complete
dst-adjacency CCM136-IPv6
rtg-dst-address-table ROUTE-ON-DEST-NUM
entry 1
action next-table ROUND-ROBIN
edit del-prefix 3
match-address 536X digits
prefix
entry 2
action next-table ROUND-ROBIN
edit del-prefix 4
match-address 7898X digits
prefix
entry 3
action next-table ROUND-ROBIN
edit del-prefix 3
match-address 491X digits
prefix
entry 4
action next-table ROUND-ROBIN
edit del-prefix 3
match-address 526X digits
prefix
entry 5
action next-table ROUND-ROBIN
edit del-prefix 3
match-address 496X digits
prefix
entry 6
action complete
edit del-prefix 3
dst-adjacency CCM135
match-address 4553X digits
prefix
entry 7
action complete
edit del-prefix 3
dst-adjacency CCM135
match-address 789X digits
prefix
entry 8
action complete
edit del-prefix 4
dst-adjacency CCM135
match-address 5678X digits
prefix
entry 9
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action complete
edit del-prefix 4
dst-adjacency CCM135
match-address 5677X digits
prefix
entry 10
action complete
edit del-prefix 3
dst-adjacency CCM135
match-address 516X digits
prefix
complete
active-call-policy-set 1
sip dns
support-type sip-dns-naptr
sip ip-fqdn-mapping 1 ipv6 2001::10:0:50:137 ccm137.cisco.com ip-to-fqdn
!
!
billing
local-address ipv4 33.33.36.1
ldr-check 0 0
method packetcable-em
cache path harddisk:/cdr/
retry interval 20
cdr media-info
packetcable-em 1 transport radius server1
local-address ipv4 33.33.36.1
activate

blacklist global ipv6 2002::10:0:0:1
reason corrupt-message
trigger-size 65535
trigger-period 1 minutes
blacklist critical global ipv6 2003::10:0:0:1
reason authentication-failure
trigger-size 65535
trigger-period 1 minutes
subscriber sip:bob@isp.example.com
sip-contact 2001::10:1:1:2
adjacency UEV6
delegate-registration sip:reg@isp.example.com
adjacency OpensipsV6
header-name supported add path
activate
!
media-address ipv4 33.33.36.2
media-address ipv6 2001:A401::33:33:36:2
media-timeout 360
activate
!

次に、SBC asr1 上で設定された別のシグナリングおよびメディア アドレスを示します。この例で設定
されているシグナリング アドレスは ipv6 であり、設定されているメディア アドレスは ipv4 です。
sbc asr1
sbe
adjacency sip CCM1-IPV6
group media-v4
nat force-off
preferred-transport udp
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signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2001::10:0:56:186/128
signaling-peer 2001::10:0:56:186
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip CCM2-IPV6
group media-v4
nat force-off
preferred-transport udp
signaling-address ipv6 2001:A401::33:33:36:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2009::100:0:0:4/128
signaling-peer 2009::100:0:0:4
dbe-location-id 0
attach
cac-policy-set 1
first-cac-table table1
cac-table table1
table-type limit account
entry 1
match-value media-v4
action cac-complete
caller media-type ipv4
callee media-type ipv4
complete
active-cac-policy-set 1
call-policy-set 1
first-call-routing-table table1
rtg-dst-address-table table1
entry 1
action complete
edit del-prefix 3
dst-adjacency CCM2-IPV6
match-address 123X digits
prefix
complete
active-call-policy-set 1
!
!
!
media-address ipv4 33.33.36.10
media-timeout 360
activate
!
!
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IPv6 コンフィギュレーション コマンド
ここでは、さまざまなタイプの IPv6 アドレッシングを設定したり、IPv6 アドレスの一覧を示す出力を
表示するために使用されるコンフィギュレーション コマンドについて説明します。
このコマンドの詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html で『Cisco Unified
Border Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。
表 1 に、Cisco IOS XE Release 2.6 で導入された新しいコマンドの一覧を示します。
表 1

Cisco IOS XE Release 2.6 で導入された新しいコマンド

コマンド

説明

callee media-type {ipv4 | ipv6 | inherit | both}

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で着
信側のメディア アドレス タイプを設定します。
着信側のメディア アドレス タイプ設定をディ
セーブルにする場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。

caller media-type {ipv4 | ipv6 | inherit | both}

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で発
信側のメディア アドレス タイプを設定します。
発信側のメディア アドレス タイプ設定をディ
セーブルにする場合は、このコマンドの no 形式
を使用します。

表 2 に、Cisco IOS XE Release 2.6 で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンドの一覧を示します。
表 2

Cisco IOS XE Release 2.6 で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンド

コマンド

説明

blacklist [critical] global [address-default | {ipv4 ipv6 キーワードが追加されました。
{addr} | ipv6 {addr}} [tcp {tcp-port} | udp
IPv6 アドレスに対してデフォルト イベント制限
{udp-port} | default-port-limit] ]

を設定するモードを開始するために使用します。

IPv6 の場合、global オプションだけ使用できま
す。

clear sbc sbc-name sbe blacklist [ critical ] {ipv4 ipv6 キーワードが追加されました。
addr | ipv6 addr} [{udp | tcp} port]

指定されたセッション ボーダー コントローラ
（SBC）サービスのブラック リストをクリアしま
す。

remote-address {ipv4 ip-address ip-mask | ipv6
ip-address / prefix-length}

ipv6 キーワードが追加されました。
H.323 隣接または SIP 隣接を設定して、その隣接
を通じて接続できるリモート シグナリング ピア
のセットを、所定の IP アドレス プレフィクスを
持つピアに制限します。
このコンフィギュレーションを削除するには、こ
のコマンドの no 形式を使用します。

show sbc sbc-name sbe addresses

このコマンドの出力が変更されました。
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表 2

Cisco IOS XE Release 2.6 で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンド （続き）

コマンド

説明

show sbc sbc-name sbe adjacencies
{adjacency-name} [detail]

このコマンドの出力が変更されました。

show sbc sbc-name sbe blacklist critical { ipv4 ipv6 キーワードが追加されました。
addr | ipv6 addr } [ tcp tcp-port | udp udp-port ]
コマンドは、IPv6 アドレス用に設定されたすべ
ての重要なブラックリストを表示するように更新
されました。

show sbc sbc-name sbe blacklist [source] { ipv4
IP address | ipv6 IP address }

ipv6 キーワードが追加されました。

show sbc name sbe cac-policy-set [ id [table
このコマンドの出力が変更されました。
name [entry id ]] | active [table name [entry id ]]
] [detail]
show sbc sbc-name sbe calls

IPv6 コールの詳細を表示します。

show sbc sbc-name sbe call-stats {all | global |
src-sccount name | dst-account name |
src-adjacency name | dst-adjacency name}
period

アクティブな IPv6 コールの数を表示します。

show sbc sbc-name sbe addresses

このコマンドの出力が変更されました。

show sbc sbc-name sbe sip ip-fqdn-mapping

IP-FQDN マッピング テーブルを表示します。
このコマンドの出力は、IPv6 の詳細を含むよう
に変更されました。

signaling-address {ipv4 ipv4_IP_address | ipv6
ipv6_IP_address}

H.323（IPv4 のみ）または SIP 隣接のローカル
シグナリング アドレスを定義します。
ipv6 キーワードが追加されました。
デフォルトの動作に戻すには、このコマンドの
no 形式を使用します。

sip ip-fqdn-mapping index { ipv4 | ipv6 }
ip-address fqdn {both-ways | ip-to-fqdn}

Signaling Border Element（SBE）上で SIP IP と
FQDN とのマッピングを設定します。
ipv6 キーワードが追加されました。

表 3 に、Cisco IOS XE Release 3.1.0S で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンドの一覧を示しま
す。
表 3

Cisco IOS XE Release 3.1.0S で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンド

コマンド

説明

blacklist [critical] vpn {vpn-name}
[address-default [address-family {ipv4 | ipv6}]
| address-family {ipv4 | ipv6} | ipv4 addr [tcp
{tcp-port} | udp {udp-port} | default-port-limit]
| ipv6 addr [tcp {tcp-port} | udp {udp-port} |
default-port-limit] ]

ipv6 キーワードが追加されました。
VPN の IPv6 アドレスに対してデフォルト イベ
ント制限を設定するモードを開始するために使用
します。
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表 4 に、Cisco IOS XE Release 3.5.0S で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンドの一覧を示しま
す。
表 4

コマンド

Cisco IOS XE Release 3.5.0S で IPv6 アドレッシング用に変更されたコマンド

説明

branch media-type {ipv4 | ipv6 | inherit | both} Cisco Unified Border Element（SP Edition）で発
信側または着信側のメディア アドレス タイプを
設定します。
発信側または着信側のメディア アドレス タイプ
設定をディセーブルにする場合は、このコマンド
の no 形式を使用します。
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第 15 部：IP マルチメディア サブシステム（IMS）

P-CSCF のサポート
Proxy-Call Session Control Function（P-CSCF）は、IP Multimedia Subsystem（IMS）ユーザの最初
のアクセス ポイントです。P-CSCF はユーザ機器のプロキシ サーバとして動作します。ユーザ機器で
送受信される Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）シグナリング トラフィッ
クはすべて、P-CSCF を経由する必要があります。P-CSCF は、ユーザ機器からの要求を検証して転送
し、応答を処理して、ユーザ機器に転送します。
SIP 処理プロシージャのコンテキストでは、P-CSCF はユーザ エージェントとしても動作します。セッ
ション中に異常な状態が発生すると、P-CSCF はユーザ機器に代わり、一方的にセッションをリリース
できます。ユーザ エージェント ロールは、ユーザのパブリック ID およびプライベート ID の送信な
ど、登録中に必要な個別の SIP メッセージの生成にも使用できます。運用ネットワークでは、持続性、
ユーザ数、推測トラフィック量、ネットワーク トポロジに基づいて、複数の P-CSCF が使用されるこ
とがあります。また、P-CSCF は、SIP サーバと呼ばれることもあります。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）上に P-CSCF サポートを実装する場合、ユーザは SIP 隣
接用の継承プロファイルを選択する必要があります。利用できる継承プロファイルは次の 3 種類です。
• 標準 Non-IMS プロファイル
• P-CSCF アクセス プロファイル
• P-CSCF コア プロファイル
これらの各プロファイルでは、複数の隣接に適用できる IMS 関連のコンフィギュレーション フィール
ド セットがグループ化されています。
有効なプロファイルを設定すると、プロファイルが設定されていない隣接に対して、このプロファイル
が適用されます。SIP 隣接用のプロファイルがすでに選択されている場合には、エンティティのプロ
ファイルに代わり、既存のプロファイルが使用されます。

Cisco IOS XE Release 2.5 以降の Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、Authentication
and Key Agreement（AKA）を使用した Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プ
ロトコル）ダイジェスト認証を SIP コールでサポートします。
このタイプの認証は、モバイル IMS を展開するアクセス認証に使用され、一般に、電話機内部のモバ
イル加入者のカードに常駐しています。特殊な設定は不要です。唯一の要件は、ネットワークのアクセ
ス側に UNI SIP プロファイルを設定する必要があることです。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。
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（注）

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 以降、この機能がサポートされているのは統合モデルだけです。

P-CSCF サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XR ソフト

このサポートは、統合モデルのサポートとともに、Cisco IOS XR に追加
されました。

ウェア リリース

Cisco IOS XE Release
2.5

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに AKA 機能を使用した HTTP ダイジェ
スト認証機能が追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「P-CSCF サポートを実装する場合の制約事項」（P.1048）
• 「P-CSCF サポートに関する情報」（P.1048）
• 「P-CSCF サポートの実装」（P.1052）
• 「AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証に関する情報」（P.1053）

P-CSCF サポートを実装する場合の制約事項
P-CSCF サポートの実装には、次の制約および制限が適用されます。
• Visited Network Identifier は、継承プロファイルの一部ではないため、隣接単位で個別に設定する
必要があります。

• この機能では、IPsec または Network Attachment Subsystem（NASS）バンドル認証によるアクセ
ス リンクの確保はサポートされません。

• この機能は、緊急コールをサポートしていません。

P-CSCF サポートに関する情報
ここでは、次の項目について説明します。

• 「標準 Non-IMS プロファイル」（P.1048）
• 「P-CSCF アクセス プロファイル」（P.1049）
• 「P-CSCF コア プロファイル」（P.1049）

標準 Non-IMS プロファイル
このプロファイルは、既存の Cisco Unified Border Element（SP Edition）機能との互換性を提供し、
IMS ネットワークで動作しない隣接に対して使用されます。このプロファイルを隣接に使用すると、
Cisco Unified Border Element（SP Edition）のプロパティは次のようになります。

• SBC がシグナリング パスに存続できるように、Contact ヘッダーが書き換えられます。
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• 未知のヘッダー、方式、およびオプションはデフォルトでパススルーが拒否されます。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、アウトバウンド信号に Path ヘッダーを付加しま
せん。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、アウトバウンド信号に Record-Route ヘッダーを
付加しません。

• Non-REGISTER 要求を送受信するために、この隣接のエンドポイントを登録する必要はありませ
ん。

• エンドポイントは、アウトバウンド信号に Route ヘッダーを付加する必要はありません。
• 隣接は、アウトバウンド信号用の P-Charging Vector ヘッダーを生成しません。

P-CSCF アクセス プロファイル
このプロファイルは、P-CSCF アクセス隣接機能の実行に必要なコンフィギュレーションを提供しま
す。このプロファイルを隣接に使用すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）のプロパティ
は次のようになります。

• Contact ヘッダーは書き換えられません。
• Non-REGISTER 要求を送受信するには、この隣接のエンドポイントを登録する必要があります。
• エンドポイントは、レジストラからの Service-Route セットと一致する Route ヘッダーをアウトバ
ウンド信号に付加する必要があります。

• SBC は、P-CSCF プロファイルを持つ隣接のアウトバウンド信号に Record-Route ヘッダーを付加
します。

• SBC は、アウトバウンド信号に Path ヘッダーを付加しません。
• 隣接は、アウトバウンド信号用の P-Charging Vector ヘッダーを生成しません。
• SBC はデフォルトで、P-Asserted Identity、Security-Client、Security-Verify、
P-Charging-Function Addresses 、P-Charging-Vector、および P-Media-Authorization を除き、す
べてのインバウンド非必須ヘッダーのパススルーを許可します。

• SBC はデフォルトで、P-Charging-Function-Addresses、P-Charging-Vector、および
P-Media-Authorization を除き、すべてのアウトバウンド非必須ヘッダーを許可します。
• SBC は、すべてのインバウンド非必須方式のパススルーを許可します。
• SBC は、すべてのアウトバウンド非必須方式のパススルーを許可します。UE のレジストラとして
の動作は許可されません。

• Supported、Require、または Proxy-Require ヘッダー内の Options タグは、両方向でパススルーが
許可されます。

P-CSCF コア プロファイル
このプロファイルは、P-CSCF コア隣接機能の実行に必要なコンフィギュレーションを提供します。こ
のプロファイルを隣接に使用すると、Cisco Unified Border Element（SP Edition）のプロパティは次の
ようになります。

• Contact ヘッダーは書き換えられません。
• SBC は、デフォルトで、P-Charging-Function-Addresses および P-Media-Authorization を除き、
すべてのインバウンド未知ヘッダーを許可します。
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• SBC は、P-CSCF プロファイルを持つ隣接のアウトバウンド信号に Record-Route ヘッダーを付加
します。

• SBC は、P-CSCF からのアウトバウンド REGISTER 信号に Path ヘッダーを付加します。
• 隣接は、アウトバウンド信号用の P-Charging Vector ヘッダーを生成します。
• Non-REGISTER 要求を送受信するために、この隣接のエンドポイントを登録する必要はありませ
ん。

• SBC は、デフォルトで、P-Charging-Function-Addresses および P-Media-Authorization を除き、
すべてのアウトバウンド非必須ヘッダーを許可します。

• SBC は、すべての未知方式のパススルーを許可します。
• Supported、Require、または Proxy-Require ヘッダー内の Options タグは、両方向でパススルーが
許可されます。

メソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、およびオプションのプロ
ファイルに対する P-CSCF 継承プロファイルの影響
P-CSCF 継承プロファイルを使用すると、選択した P-CSCF 継承プロファイルに基づいたコールに次の
プロファイル セット（メソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、オプション プロファイル）が
動的に割り当てられます。表 1 に、特定のメソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、およびオ
プション プロファイルに影響する P-CSCF 継承プロファイルを示します。
この影響は、header-profile、method-profile、またはオプションのプロファイルについての隣接の設定
では確認できません。必要に応じて、ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルの明示的
な設定によって上書きされます。
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表 1

ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルに対する P-CSCF 継承プロファイルの影響

P-CSCF 継承プロ
ファイル

メソッド プロファイ
ル

ヘッダー プロファイル

オプション プロ
ファイル

preset-p-cscf-access

preset-acc-in-mth

preset-acc-in-hdr

preset-acc-in-opt

タイプ：ブラックリ
スト

タイプ：ブラックリスト

preset-acc-out-opt

アクション：セキュリティ クライ
アントを削除する
Security-Verify を削除する
P-Charging-Vector を削除する
P-Asserted-Identity を削除する
P-Visited-Network-ID を削除する
P-Media-Authorization を削除す
る

タイプ：ブラック
リスト

アクション：どのメ
ソッドも拒否しない

preset-acc-out-mth
タイプ：ブラックリ
スト
アクション：

REGISTER を拒否す
る

アクション：
オプションなし
（すべてを渡す）

P-Charging-Function-Addresses
を削除する

preset-acc-out-hdr
タイプ：ブラックリスト
アクション：

P-Charging-Vector を削除する
P-Media-Authorization を削除す
る

preset-p-cscf-core

preset-core-in-mth

preset-core-in-hdr

preset-core-in-opt

タイプ：ブラックリ
スト

preset-core-out-hdr

preset-core-out-opt

タイプ：ブラックリスト

タイプ：ブラック
リスト

アクション：
どのメソッドも削除
しない

アクション：ヘッダーを削除しな
い（すべてを渡す）

preset-core-out-mth

アクション：
オプションなし
（すべてを渡す）

タイプ：ブラックリ
スト
アクション：
どのメソッドも拒否
しない

preset-standard-non- preset-std-in-mth
ims
preset-std-out-mth
タイプ：ホワイトリ
スト

preset-std-in-hdr

preset-std-in-opt

preset-std-out-hdr

preset-std-out-opt

タイプ：ホワイトリスト

タイプ：ホワイト
リスト

アクション：Server を渡す
アクション：INFO を Diversion を渡す
渡す
Resource-Priority を渡す
UPDATE を渡す

アクション：

Replaces（のみ）
を渡す
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P-CSCF サポートの実装
ここでは、固有のプロファイルおよびプロファイルの継承の設定方法について説明します。

プロファイルの継承の設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip inherit profile preset-p-cscf-access
5. adjacency sip adjacency-name
6. inherit profile preset-p-cscf-access
7. visited network identifier network-name
8. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始し

sbe

ます。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

sip inherit profile preset-p-cscf-access

例：

P-CSCF Access 継承プロファイルをグローバル プロファ
イルとして設定します。他の設定可能なパラメータのリ
ストは、sip inherit profile コマンドを参照してくださ
い。

Router(config-sbc-sbe)# sip inherit profile
preset-p-cscf-access

ステップ 5

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、SIP 隣接名を定

例：

義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

inherit profile preset-p-cscf-access

SIP 隣接が、P-CSCF-Access プロファイルを使用する
ように設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-p-cscf-access

ステップ 7

visited network identifier network-name

SIP 隣接に、指定の Visited Network Identifier を設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# visited network
identifier mynetwork.com

ステップ 8

SIP 隣接モードを終了して、SBE モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証に関する情報
ここでは、次の項目について説明します。

• 「AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証」（P.1054）
• 「AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証の設定例」（P.1056）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SIP コールに対し、Authentication and Key
Agreement（AKA）を使用して Hypertext Transfer Protocol（HTTP; ハイパーテキスト転送プロトコ
ル）ダイジェスト認証をサポートします。このタイプの認証は、モバイル IMS を展開するアクセス認
証に使用され、一般に、電話機内部のモバイル加入者のカードに常駐することがあります。Cisco
Unified Border Element（SP Edition）は、アクセス側（P-CSCF アクセス側プロファイルを持つ側）
に User-to-Network Interconnections（UNI）SIP プロファイルが設定されている限り、特殊な設定を
必要とせずに、AKA 機能を使用して HTTP ダイジェスト認証をサポートします。
AKA は、Universal Mobile Telecommunications System（UMTS）ネットワークにユーザ認証とセッ
ション キー配布を行う機能です。AKA はチャレンジレスポンスをベースにしています。チャレンジに
対するレスポンスは、電話機内の加入者のカード上で実行されるアプリケーションによって計算されま
す。
HTTP ダイジェスト認証は、IP-PBX で一般的な認証方式です。HTTP ダイジェスト認証の手順は、有
効なデバイスだけがネットワークに確実に（SIP レベルで）登録できるようにするために使用されま
す。SBC は、一般的な登録コール フローである、認証チャレンジとそのレスポンスのパススルーをサ
ポートしています。一般的なコール フローは、エンドポイントからの SIP REGISTER メッセージで構
成され、これが SBC によって SIP レジストラにルーティングされます。レジストラは、401
Unauthorized レスポンスと「チャレンジ」で応答します。
このチャレンジにはランダムな番号が含まれており、エンドポイントはこれを使用してレスポンスを計
算し、結果を別の REGISTER メッセージで送信します。最後に、レスポンスが有効な場合、レジスト
ラは 200 OK メッセージで応答します。AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証の場合、チャレンジ
に対するレスポンスは、電話機内のモバイル加入者のカード上で実行されるアプリケーションによって
計算されます。SBC は、SIP 登録を許可する SIP プロファイルをイネーブルにする方法により、この
一般的なコール フローをサポートします。
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これ以外に、AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証を行う場合、IPsec 接続を確立（実際には 2 つ
の IPsec 接続）するためのプロシージャに、シグナリング セキュリティを確保する性能面での不安が
あります。Cisco Unified Border Element（SP Edition）は IPsec をサポートしていますが、ポート セ
キュリティ関連の ID およびキー情報を SIP メッセージから抽出する機能は、Cisco IOS XE Release 2.5
ではサポートされていません。

AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証
次のタスクでは、preset-access プロファイルと preset-core プロファイルを設定する必要がある関連す
る 2 つの隣接に、AKA を使用して HTTP ダイジェスト認証を設定します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency {sip | h323} adjacency-name
5. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
6. exit
7. adjacency {sip | h323} adjacency-name
8. inherit profile {preset-access | preset-core | preset-ibcf-ext-untrusted | preset-ibcf-external |
preset-ibcf-internal | preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core | preset-peering |
preset-standard-non-ims}
9. exit
10. end
11. show sbc sbc-name sbe adjacencies adjacency-name detail
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブル
にします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC で SBC サービスを作成して、SBC コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Router(config)# sbc mySbc

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

adjacency {sip | h323} adjacency-name

エンドポイントに接する SIP 隣接を設定し、隣接 SIP コン
フィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
sipEndpoint

ステップ 5

inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

必須。エンドポイントに接する SIP 隣接に、プリセット
P-CSCF アクセス プロファイルを設定します。

P-CSCF は Proxy-Call Session Control Function の略で、
その機能の一部はユーザ認証と IMS 端末との IPsec セキュ
リティ アソシエーションの確立です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-p-cscf-access

ステップ 6

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 7

adjacency {sip | h323} adjacency-name

レジストラ / ソフトスイッチに接する SIP 隣接を設定し、
隣接 SIP コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip
SoftSwitch

ステップ 8

inherit profile {preset-access | preset-core |
preset-ibcf-ext-untrusted |
preset-ibcf-external | preset-ibcf-internal |
preset-p-cscf-access | preset-p-cscf-core |
preset-peering | preset-standard-non-ims}

必須。レジストラ / ソフトスイッチに接する SIP 隣接用の
preset P-CSCF core プロファイルを設定します。
レジストラに接する隣接は、一般に preset-core プロファイ
ルが設定されています。デフォルトは preset-core です。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-p-cscf-core

ステップ 9

隣接 SIP コンフィギュレーション モードを終了し、SBE
コンフィギュレーション モードを開始します。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

ステップ 10 end

SBE コンフィギュレーション モードを終了して EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe)# end

ステップ 11 show sbc sbc-name sbe adjacencies
adjacency-name detail

指定の SIP 隣接についてのすべての詳しいフィールド出力
を表示します。

例：
Router# show sbc sbe mySBC sbe adjacencies
SoftSwitch detail
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AKA を使用した HTTP ダイジェスト認証の設定例
次に、AKA を使用する HTTP ダイジェスト認証を検証するための設定例を示します。
sbc asr
sbe
adjacency sip UE
inherit profile preset-p-cscf-access
visited network identifier open-ims.test
local-id host pcscf.open-ims.test
signaling-address ipv4 10.190.5.129
signaling-port 4060
remote-address ipv4 10.0.0.0 255.255.0.0
signaling-peer 10.0.120.19
dbe-location-id 100
fast-register disable
attach
adjacency sip OpenIMSCore
inherit profile preset-p-cscf-core
visited network identifier open-ims.test
local-id host pcscf.open-ims.test
signaling-address ipv4 10.190.5.129
signaling-port 4060
remote-address ipv4 10.0.48.236 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.48.236
dbe-location-id 100
registration rewrite-register
registration target address open-ims.test
attach
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ユーザは、Interconnection Border Control Function（IBCF）Session Initiation Protocol（SIP; セッ
ション開始プロトコル）ボーダー ゲートウェイのロールを実行するように Cisco Unified Border
Element（SP Edition）を設定して、IP Multimedia Subsystem （IMS; IP マルチメディア サブシステ
ム）コア ネットワーク間のネットワーク ボーダーにまたがる要求の管理と、非 IMS コア ネットワーク
とのインターワーキングの両方を行うことができます。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、IBCF として機能する場合は、次の IBCF 機能をサ
ポートします。

• REGISTER の Path ヘッダーへの追加
• Service Route ヘッダーの変更
• SIP Route ヘッダーに基づくルーティング
• トポロジの隠蔽
• SIP シグナリングのスクリーニング
• IBCF 継承プロファイル
• From ヘッダー、To ヘッダー、および Contact ヘッダーのパススルー
• REGISTER の Request Uniform Resource Identifier（URI; ユニフォーム リソース識別子）のパス
スルー

• Proxy Call Session Control Function（P-CSCF）、Interrogating Call Session Control Function
（I-CSCF）、および Serving Call Session Control Function（S- CSCF）とのインターワーキング
• 信頼できないドメインからのメッセージの処理
• IBCF プロファイルとの隣接関係に関するアウトバウンド メッセージでの Record-Route ヘッダー
の追加。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 Session Border Controller（SBC; セッション ボーダー コントロー
ラ）と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

（注）

Cisco IOS XE Release 2.4 では、この機能は統合モデルだけでサポートされます。
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IBCF サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
2.4

この機能は、統合モデルのサポートとともに、Cisco CRS-1 に追加されま
した。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「IBCF サポートの実装に関する制約事項」（P.1058）
• 「IBCF サポートに関する情報」（P.1058）
• 「IBCF サポートの実装」（P.1062）

IBCF サポートの実装に関する制約事項
次の機能は IBCF サポートに含まれていません。

• ブラックリストまたはホワイトリストの header-values-content-type、content-disposition、および
content-language ヘッダー
• ブラックリストまたはホワイトリストの MIME ボディー
• セッション タイマー
• I-CSCF とのコロケーション
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、長いメッセージ ボディーは拒否されません。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、SIP ボディーの長さはチェックされません。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、暗号化ユーザ出口はデフォルトで実装されませ
ん。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、IP アドレスによって識別されるネットワーク デ
バイスを隠蔽しません。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、失敗した REGISTER の完全な IBCF 処理はサ
ポートされません。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、IMS ドメインとその他の SIP ドメインの間の
相互運用性は提供されません。

• REGISTER 要求を転送するための新しいエントリ ポイントの IBCF 選択は、SIP Server Location
プロシージャ（IETF RFC 3263 に準拠）に制限され、選択された最初のサーバが応答しない場合
だけ適用されます。

IBCF サポートに関する情報
ここでは、次の項目について説明します。

• 「REGISTER の Path ヘッダーへの追加」（P.1059）
• 「REGISTER の Service-Route ヘッダーの変更」（P.1059）
• 「SIP Route ヘッダーに基づくルーティング」（P.1059）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

1058

OL-19820-11-J

IBCF 処理のサポート
IBCF サポートに関する情報

• 「トポロジの隠蔽」（P.1059）
• 「SIP シグナリングのスクリーニング」（P.1059）
• 「From ヘッダー、To ヘッダー、および Contact ヘッダーのパススルー」（P.1061）
• 「REGISTER の Request URI のパススルー」（P.1061）
• 「P-CSCF、I-CSCF、および S-CSCF とのインターワーキング」（P.1061）
• 「信頼できないドメインからのメッセージの処理」（P.1061）

REGISTER の Path ヘッダーへの追加
IBCF ゲートウェイのロールを実行するよう Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定する
と、IBCF は、加入者へのすべての INVITE 要求が確実に IBCF を介してルーティングされるようにす
るために、自身を Path ヘッダーに追加します。

REGISTER の Service-Route ヘッダーの変更
Service-Route ヘッダーは Path ヘッダーと似ていますが、加入者から発信されたコールについて、コー
ルが通過する必要があるデバイスのリストを指定するために使用されます。デフォルトでは、IBCF は
REGISTER 応答で送信された Service-Route ヘッダーを変更しません。ただし、トポロジを隠蔽する
必要がある場合は、IBCF は、設定済みの HomeNetworkId と一致するヘッダー エレメントを暗号化し
ます。

SIP Route ヘッダーに基づくルーティング
INVITE などの Dialog-creating 要求を、Route ヘッダーに基づいてネクスト ホップ IP アドレスにルー
ティングするよう Cisco Unified Border Element（SP Edition）を設定できます。これによって、SIP
メッセージは、ネットワークと、User Agent（UA; ユーザ エージェント）REGISTER を処理した
S-CSCF 間の指定されたボーダー ゲートウェイを確実に経由します。

トポロジの隠蔽
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、SBC ネットワークの内部トポロジを表示するルー
ティング関連ヘッダーの部分を隠蔽します。また、この機能により、INVITE 要求とその他のメソッド
にヘッダーを使用できるようになります。

SIP シグナリングのスクリーニング
IBCF ゲートウェイのロールを実行するように設定すると、Cisco Unified Border Element（SP
Edition）は、プロファイルのホワイトリストとブラックリストを使用して特定の SIP ヘッダーをスク
リーニングしません。
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IBCF 継承プロファイル
IBCF 継承プロファイルは、特定のネットワーク ロールに適した関連する設定の集合から構成されま
す。IBCF 継承プロファイルは、隣接単位でアプリケーションを設定できます。
Cisco Unified Border Element（SP Edition）は次の IBCF 継承プロファイルをサポートします。
• preset-ibcf-ext-untrusted
• preset-ibcf-external
• preset-ibcf-internal

IBCF 継承プロファイルを使用すると、選択した継承プロファイルに基づいたコールにメソッド プロ
ファイル、ヘッダー プロファイル、さらにオプション プロファイルが動的に割り当てられます。表 1
に、特定のメソッド プロファイル、ヘッダー プロファイル、およびオプション プロファイルに影響す
る IBCF 継承プロファイルを示します。
この影響は、header-profile、method-profile、またはオプションのプロファイルについての隣接の設定
では確認できません。必要に応じて、ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルの明示的
な設定によって上書きされます。
表 1

ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルに対する IBCF 継承プロファイルの影響

IBCF 継承プロファイ
ル

メソッド プロファイル

preset-ibcf-ext-untrust preset-ibcf-utr-in-mth
ed
preset-ibcf-utr-out-mth
タイプ：ブラックリス
ト
アクション：どのメ
ソッドも拒否しない

ヘッダー プロファイル

オプション プロファイル

preset-ibcf-utr-in-hdr

preset-ibcf-utr-in-opt

タイプ：ブラックリスト

preset-ibcf-utr-out-opt

アクション：

タイプ：ブラックリスト

P-Charging-Vector を削除します。
アクション：オプションなし
P-Asserted-Identity を削除します。
（すべてを渡す）
P-Access-Network-Info を削除します。
P-Charging-Function-Addresses を削除し
ます。

preset-ibcf-utr-out-hdr
タイプ：ブラックリスト
アクション：

P-Charging-Function-Addresses を削除し
ます。
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表 1

ヘッダー、メソッド、およびオプションのプロファイルに対する IBCF 継承プロファイルの影響 （続き）

IBCF 継承プロファイ
ル

メソッド プロファイル

ヘッダー プロファイル

オプション プロファイル

preset-ibcf-external

preset-ibcf-ext-in-mth

preset-ibcf-ext-in-hdr

preset-ibcf-ext-in-opt

preset-ibcf-ext-out-mth

タイプ：ブラックリスト

preset-ibcf-ext-out-opt

タイプ：ブラックリス
ト

アクション：
ヘッダーを削除しない（すべてを渡す）

タイプ：ブラックリスト

アクション：どのメ
ソッドも拒否しない

preset-ibcf-ext-out-hdr

アクション：オプションなし
（すべてを渡す）

タイプ：ブラックリスト
アクション：

P-Charging-Vector を削除します。
P-Charging-Function-Addresses を削除し
ます。

preset-ibcf-internal

preset-ibcf-int-in-mth

preset-ibcf-int-in-hdr

preset-ibcf-int-in-opt

preset-ibcf-int-out-mth

preset-ibcf-int-out-hdr

preset-ibcf-int-out-opt

タイプ：ブラックリス
ト

タイプ：ブラックリスト

タイプ：ブラックリスト

アクション：どのメ
ソッドも拒否しない

アクション：ヘッダーを削除しない（す
べてを渡す）

アクション：オプションなし
（すべてを渡す）

From ヘッダー、To ヘッダー、および Contact ヘッダーのパススルー
Dialog-creating 要求と Out-of-dialog 要求の場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）で
は、From、To、および Contact ヘッダーの URI を変更せずに通過させることができます。ダイアログ
ヘッダーの場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、Out-of-dialog 要求の値と対応す
る値を使用します。

REGISTER の Request URI のパススルー
Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、REGISTER メッセージの Request URI を変更せず
に通過させることができます。

P-CSCF、I-CSCF、および S-CSCF とのインターワーキング
IBCF ゲートウェイのロールを実行する場合は、Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、
SIP メッセージの CSCF 固有のヘッダーを通過させることができます。

信頼できないドメインからのメッセージの処理
Cisco Unified Border Element（SP Edition）が IBCF エントリ ポイントとして機能する場合は、信頼
できないドメインからの out-of-dialog 要求は次のように処理されます。
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• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、403 応答による REGISTER 要求をすべて拒否し
ます。

• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、すべての P-Asserted-Identity ヘッダー、
P-Access-Network-Info ヘッダー、P-Charging-Vector ヘッダー、および
P-Charging-Function-Address ヘッダーをその他の要求から削除します。
• Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、ルータに Orig パラメータが含まれている場合は
要求を拒否します。

IBCF サポートの実装
IBCF 隣接に使用するドメイン名の設定
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc service-name
3. sbe
4. sip home network identifier domain-name
5. sip encryption key string
6. adjacency sip adjacency-name
7. inherit profile preset-ibcf-internal
8. home network identifier domain-name
9. encryption key string
10. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc service-name

SBC サービスのモードを開始します。
• service-name 引数を使用して、サービスの名前を

例：

定義します。

Router(config)# sbc mysbc

ステップ 3

SBC サービス内で SBE エンティティのモードを開始し

sbe

ます。
例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

sip home network identifier domain-name

指定されたドメイン名を、すべての SIP IBCF 隣接で使
用するグローバルなホーム ネットワーク ID として設定
します。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe)# sip home network
identifier mydomain.com

domain-name 引数を使用して、SIP 隣接のドメイン名
を指定します。

sip encryption key string

すべての SIP IBCF 隣接用のグローバルな暗号キーを設
定します。

• string 値を使用して、すべての SIP IBCF 隣接に使

例：
Router(config-sbc-sbe)# encryption key code1

ステップ 6

adjacency sip adjacency-name

用する暗号キーを指定します。

SBE SIP 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、SIP 隣接名を定

例：

義します。

Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj

ステップ 7

inherit profile preset-ibcf-internal

グローバル継承プロファイルを設定して、プリセット
IBCF 内部プロファイルを指定します。

例：
Router(config-sbe-adj-sip)# inherit profile
preset-ibcf-internal

ステップ 8

home network identifier network-name

IBCF 隣接にホーム ネットワーク ID を設定します。

例：

network-name 引数を使用して、ホーム ネットワーク
ID の名前を指定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# home network
identifier Cisco.com

ステップ 9

SIP IBCF 隣接に暗号キーを設定します。

encryption key string

• string 引数を使用して、SIP IBCF 隣接の暗号キー
例：

を指定します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# encryption key
code2

ステップ 10 exit

SIP 隣接モードを終了して、SBE モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit
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Cisco Unified Border Element（SP Edition）では、IMS Rx および Diameter をサポートします。

SNMP の実装の機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.1S

IMS Rx 機能が導入されました。
Diameter 機能が導入されました。

内容
• 「IMS Rx インターフェイスについて」（P.1065）
• 「SBC の Diameter プロトコルについて」（P.1066）
• 「IMS Rx の設定」（P.1067）
• 「SBC Diameter ルーティングの設定」（P.1072）
• 「IMS Rx の設定：例」（P.1077）
• 「Diameter 設定：例」（P.1078）

IMS Rx インターフェイスについて
IMS Rx インターフェイスは、アプリケーション機能と、3GPP アーキテクチャの Policy Charging and
Rules Function（PCRF; ポリシー / 課金ルール機能）の間で実行される 3GPP インターフェイスです。
この場合、SBC はアプリケーション機能です。
SBC は、コール開始および再ネゴシエーション中、PCRF との通信に Rx インターフェイスを使用し、
コールが確実にポリシーに準拠するようにします。SBC は、登録時に Rx インターフェイスを使用し
て、アクセス ネットワーク情報を取得します。

PCRF は IMS Rx インターフェイス経由で SBC の次の機能を実行します。
• コール メディア要求が適切なポリシーに準拠していることを確認します。
• メディア ルートのゲートまたはピンホールを開き、適切な QoS を指定します。
• 必要に応じて、フローごとの課金情報を要求します。
• メディア プレーン イベントを SBC に通知します。
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IMS Rx インターフェイスは、Unified SBC において純粋な Rx 環境または Rx とメディア リソースの
混合環境として設定できます。
サポートされている機能

SBC は、モバイル ネットワークにおいて、IMS 環境または非 IMS 環境で Rx インターフェイスを介し
て PCRF に接続するアプリケーション機能として配置できます。SBC は、これらの環境において、次
の要件をサポートします。
• Rx を使用したプレコンディション コール フローをサポートします。
• Rx を使用したレイト INVITE および PRACK をサポートします。
• Rx と組み合せた SIP レイトおよびアーリー インターワーキング。
• Rx と組み合せた SIP PRACK および非 PRACK インターワーキング。
• 登録時のセッション バインディングをサポートします。
• SBC は、非 IMS 環境で要求または応答に IMS 固有の SIP ヘッダーを追加しません。また、
P-Charging-Vector または P-Access-Network-Info 情報を追加しません。
• また、SBC は、非 IMS 環境でのアクセス ネットワークにおいて、加入者からの要求についてアド
ミッション コントロールを実行するため、ポリシー サーバへのクエリーに Rx インターフェイス
を使用できます。

制約事項

SBC は、SIP または DNS インターフェイスの優先ルートまたは代替ルートを指定しません。
SBC は、コールの市内電話転送と組み合わせた Rx の使用はサポートしません。
Rx を使用して、コールのメディアの合法的傍受はできません。
SBC は、Rx インターフェイスの PacketCable 課金をサポートしません。
コールの失敗

PCRF が SBC からの要求に応答しない場合、SBC は個々の要求を「失敗」として処理します。
完全に確立されたコールだけが、冗長スイッチオーバー時に保持されます。設定の処理中のコールはド
ロップされます。

設定

IMS Rx インターフェイス設定の手順に手順については、「IMS Rx の設定」（P.1067）を参照してくだ
さい。

IMS Rx の設定例については、「IMS Rx の設定：例」（P.1077）を参照してください。

SBC の Diameter プロトコルについて
Diameter は Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）プロ
トコルで、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS; リモート認証ダイヤルイン ユーザ
サービス）プロトコルの拡張バージョンです。Diameter は Third Generation Partnership Project
（3GPP; 第 3 世代パートナーシップ プロジェクト）が開発した、次世代ネットワーク IP マルチメディ
ア サブシステム（IMS）に適したプロトコルです。
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Diameter プロトコルがネットワークで設定されている場合、Diameter サーバおよび Application
Function（AF; アプリケーション機能）として動作する Policy Charging and Rules Function（PCRF;
ポリシー / 課金ルール機能）は、SBC では、クライアントとして動作します。SBC は、IMS Rx
Diameter クライアント アプリケーションの機能を実行し、アクセス ネットワークの境界でポリシー情
報およびメディアの予約を処理します。

SBC Diameter では、2 種類あるルーティングのいずれかの設定オプションが提供されます。
• ホストベースのルーティング
• レルムベースのルーティング（複数のピアを設定可能）
インターフェイスは、IMS の参照ポイントと呼ばれます。参照ポイントは（Rx など）固有の略語を使
用して指定されます（参照ポイントを受信）。

サポートされている機能
次の機能は、SBC Diameter でサポートされます。

• SBC Diameter は TCP 上で実行されます。
• SBC Diameter は IPv4 アドレスのみを使用します。
• SBC Diameter は IP Security Protocol（IPsec; IP セキュリティ プロトコル）をサポートします。
• SBC Diameter はレルムごとに複数のピアをサポートします。
• SBC Diameter は次のように Diameter ピアの冗長スイッチオーバーをサポートします。
– すべての Diameter メッセージは、レルムのプライマリ ピアにデフォルトで送信されます。
– プライマリ ピアが失敗した場合、Diameter はセカンダリ ピアに切り替わり、保留中のすべて
のメッセージを再送信します。

制約事項

SBC Diameter には次の制限事項があります。
• SBC Diameter は、冗長スイッチオーバー時に状態や未処理の要求を複製しません。状態および未
処理の要求はすべて、障害の発生したアクティブ接続からバックアップ接続にスイッチオーバーし
た後に失われます。

• SBC Diameter は IPv6 アドレッシングをサポートしません。
• IPv6 はサポートされていません。
設定
「SBC Diameter ルーティングの設定」
（P.1072）
SBC の Diameter プロトコルの設定の手順については、
を参照してください。

SBC の Diameter プロトコルの設定例については、「Diameter 設定：例」（P.1078）を参照してくださ
い。

IMS Rx の設定
ここでは、次の手順について説明します。

• 「IMS Rx インターフェイスの設定」（P.1068）
• 「IMS Rx のメディア サービスの設定」（P.1069）
• 「予備的な AAR メッセージのディセーブル化」（P.1070）
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IMS Rx インターフェイスの設定
IMS Rx インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. ims realm realm-name
6. ims rx
7. ims pani
8. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

例：

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# sbc MySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe) adjacency sip A_1

ステップ 5

ims realm realm-name

IMS Rx インターフェイスで使用する IMS レルムを設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims realm
Realm_1

ステップ 6

ims rx

アクセス隣接の IMS Rx インターフェイスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx
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コマンドまたはアクション
ステップ 7

目的
（任意）隣接の P-Access-Network-Info（PANI）ヘッダー
プロセス プリファレンスを設定します。

ims pani

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims pani

ステップ 8

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

IMS Rx のメディア サービスの設定
IMS Rx のメディア サービスを設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
6. table-type policy-set
7. entry entry-id
8. ims media-service
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

sbe

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを
開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

cac-policy-set policy-set-id

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ
レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 6

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

table-name：アドミッション コントロール テーブル名。

table-type policy-set

メディア リソースとサードパーティのトランスコーディン
グ リソース、および Rx リソースを使用できるように CAC
テーブルを設定します。また、SBE ポリシー セットのコ
ンテキスト内で、CAC ポリシー テーブルのテーブル タイ
プを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

例：

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1

ステップ 8

ims media-service

例：

（任意）メディア リソースとサードパーティのトランス
コーディング リソース、および Rx リソースを使用できる
ように CAC テーブルを設定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# ims media-service

ステップ 9

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

予備的な AAR メッセージのディセーブル化
予備的な AAR メッセージが IMS Rx セッション中に送信されないようにするには、オプションで次の
手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. cac-policy-set policy-set-id
5. cac-table table-name
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6. table-type policy-set
7. entry entry-id
8. ims rx preliminary-aar-forbid
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc SBC1

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

cac-policy-set policy-set-id

レーション モードを開始して、必要に応じて新規ポリシー
セットを作成します。

例：

ステップ 5

Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1

policy-set-id：ポリシー セットを特定するためにユーザに
よって選択される整数。指定できる範囲は 1 ～
2147483647 です。

cac-table table-name

SBE ポリシー セットのコンテキスト内で、アドミッショ
ン コントロール テーブル（必要に応じて作成します）の
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

ステップ 6

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table
testSecure

table-name：アドミッション コントロール テーブル名。

table-type policy-set

メディア リソースとサードパーティのトランスコーディン
グ リソース、および Rx リソースを使用できるように CAC
テーブルを設定します。また、SBE ポリシー セットのコ
ンテキスト内で、CAC ポリシー テーブルのテーブル タイ
プを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
table-type policy-set

ステップ 7

SBE エンティティ内で CAC ポリシー セット コンフィギュ

entry entry-id

アドミッション コントロール テーブル内のエントリを変
更するモードを開始します。

例：

entry-id：テーブル エントリを指定します。

Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)#
entry 1
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ims rx preliminary-aar-forbid

予備的な AAR メッセージが IMS Rx セッション中に送信
されないようにします。

例：
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)
# ims rx preliminary-aar-forbid

ステップ 9

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

SBC Diameter ルーティングの設定
ここでは、2 つのルーティング設定を提供します。

• 「Diameter ホストベース ルーティングの設定」（P.1072）
• 「Diameter レルムベース ルーティングの設定」（P.1074）

Diameter ホストベース ルーティングの設定
Diameter ホストベース ルーティングを設定するには、次の手順を実行します。この手順では、最初に
Rx 隣接を設定してから、Diameter ホストベース ルーティングを設定します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. ims realm realm-name
6. ims rx pcrf pcrf-name
7. ims pani [ received | rx | received rx | rx received ]
8. exit
9. diameter
10. origin-realm realm-name
11. origin-host host-name
12. activate
13. end
14. show sbc sbc-name sbe diameter
15. show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name
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16. show sbc sbc-name sbe diameter stats
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc MySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe) adjacency sip Adj_1

ステップ 5

Rx の IMS レルムを作成します。

ims realm realm-name

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#ims realm
Rx_Realm_1

ステップ 6

この SIP 隣接の IMS Rx 参照ポイントを設定し、Rx メッ
セージをルーティングする PCRF ホストを指定します。

ims rx pcrf pcrf-name

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx pcrf
cisco.com

ステップ 7

ims pani [ received | rx | received rx |
rx received ]

（任意）隣接の P-Access-Network-Info（PANI）ヘッダー
プロセス プリファレンスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims pani rx
received

ステップ 8

exit

前のモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit

ステップ 9

Diameter コンフィギュレーション モードを開始します。

diameter

例：
Router(config-sbc-sbe)# diameter
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ステップ 10 origin-realm realm-name

目的

Diameter メッセージの SBC のローカル レルム名を設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-realm
cisco.com

ステップ 11 origin-host host-name

Diameter メッセージの SBC のローカル ホスト名を設定し
ます。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-host
sbc.cisco.com

ステップ 12 activate

Diameter ホストベース ルーティングをアクティブにしま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate

ステップ 13 end

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

ステップ 14 show sbc sbc-name sbe diameter

Diameter のローカル設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter

ステップ 15 show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name

IMS ピアの設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers Peer1

ステップ 16 show sbc sbc-name sbe diameter stats

IMS ピアの転送統計情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter stats

Diameter レルムベース ルーティングの設定
Diameter レルムベース ルーティングを設定するには、次の手順を実行します。
手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip adjacency-name
5. ims realm realm-name
6. ims rx

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

1074

OL-19820-11-J

IMS Rx と Diameter
SBC Diameter ルーティングの設定

7. exit
8. diameter
9. origin-realm realm-name
10. origin-host host-name
11. peer peer-name ipv4 ipv4-address
12. peer peer-name ipv4 ipv4-address
13. realm realm-name [app rx] peer peer-name [priority priority]
14. realm realm-name [app rx] peer peer-name [priority priority]
15. activate
16. end
17. show sbc sbc-name sbe diameter peers
18. show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name
19. show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

Cisco Unified Border Element（SP Edition）で SBC サー
ビスを作成し、SBC コンフィギュレーション モードを開
始します。

sbc sbc-name

例：
Router(config)# sbc MySBC

ステップ 3

SBC の Signaling Border Element（SBE）機能のモードを

sbe

開始します。
例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip adjacency-name

SBE SIP 隣接のモードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe) adjacency sip Adj_1

ステップ 5

Rx の IMS レルムを作成します。

ims realm realm-name

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)#ims realm
Rx_Realm_1

ステップ 6

この SIP 隣接の IMS Rx 参照ポイントを設定します。

ims rx

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx pcrf
cisco.com
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

前のモードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit

ステップ 8

diameter

Diameter コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# diameter

ステップ 9

origin-realm realm-name

IMS ローカル レルムのドメイン名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-realm
cisco.com

ステップ 10 origin-host host-name

ローカル IMS ホストのドメイン名を設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-host
sbc.cisco.com

ステップ 11 peer peer-name ipv4 ipv4-address

peerA の名前と IPv4 アドレスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# peer peerA
address ipv4 1.2.3.4

ステップ 12 peer peer-name ipv4 ipv4-address

peerB の名前と IPv4 アドレスを設定します。

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# peer peerB
address ipv4 1.2.3.5

ステップ 13 realm realm-name [app rx] peer peer-name

ピアを設定し、レルムにピアを割り当てます。

[priority priority]

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# realm test.com
app rx peer peerA

ステップ 14 realm realm-name [app rx] peer peer-name

別のピアを設定し、レルムにピアを割り当てます。

[priority priority]

例：
Router(config-sbc-sbe-diameter)# realm test.com
app rx peer peerB priority 10

ステップ 15 activate

Diameter レルムベース ルーティングをアクティブにしま
す。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate
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コマンドまたはアクション

目的

ステップ 16 end

コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

例：
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end

ステップ 17 show sbc sbc-name sbe diameter peers

すべての IMS ピアの設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers

ステップ 18 show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name

peerA の設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers peerA

ステップ 19 show sbc sbc-name sbe diameter peers peer-name

peerB の設定情報を表示します。

例：
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers peerB

IMS Rx の設定：例
ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「IMS Rx インターフェイス設定：例」（P.1077）
• 「IMS Rx のメディア サービスの設定：例」（P.1078）
• 「予備的な AAR メッセージ設定のディセーブル化：例」（P.1078）

IMS Rx インターフェイス設定：例
次に、IMS Rx インターフェイスの設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc mySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip A_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims realm Realm_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims pani
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# end
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IMS Rx のメディア サービスの設定：例
次に、IMS Rx のメディア サービスを設定する例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table my_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# ims media-service
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# end

予備的な AAR メッセージ設定のディセーブル化：例
次の例は、IMS Rx セッション中に予備的な AAR メッセージが送信されないようにする方法を示しま
す（任意）。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe)# cac-policy-set 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy)# cac-table my_table
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# table-type policy-set
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable)# entry 1
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# ims rx preliminary-aar-forbid
Router(config-sbc-sbe-cacpolicy-cactable-entry)# end

Diameter 設定：例
ここで紹介する例は、次のとおりです。

• 「Diameter ホストベース ルーティング設定：例」（P.1078）
• 「Diameter レルムベース ルーティング設定：例」（P.1079）

Diameter ホストベース ルーティング設定：例
次の例は、Diameter ホストベース ルーティングの設定を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe) adjacency sip Adj_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims realm Rx_Realm_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx pcrf cisco.com
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims pani
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit
Router(config-sbc-sbe)# diameter
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-realm cisco.com
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-host sbc.cisco.com
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end
Router# show sbc MySBC sbe diameter
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers Peer1
Router# show sbc MySBC sbe diameter stats
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Diameter レルムベース ルーティング設定：例
次の例は、Diameter レルムベース ルーティングの設定を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# sbc MySBC
Router(config-sbc)# sbe
Router(config-sbc-sbe) adjacency sip Adj_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims realm Rx_Realm_1
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# ims rx
Router(config-sbc-sbe-enum)# exit
Router(config-sbc-sbe)# diameter
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-realm cisco.com
Router(config-sbc-sbe-diameter)# origin-host sbc.cisco.com
Router(config-sbc-sbe-diameter)# peer peerA address ipv4 1.2.3.4
Router(config-sbc-sbe-diameter)# peer peerB address ipv4 1.2.3.5
Router(config-sbc-sbe-diameter)# realm test.com app rx peer peerA
Router(config-sbc-sbe-diameter)# realm test.com app rx peer peerB priority 10
Router(config-sbc-sbe-enum)# activate
Router(config-sbc-sbe-enum-entry)# end
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers peerA
Router# show sbc MySBC sbe diameter peers peerB

（注）

セキュアな Diameter プロトコル転送を実現するため、次に示す既存の ASR1000 IPSEC 機能を使用で
きます。

crypto isakmp policy 1
encr aes
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set testcpoc esp-des esp-md5-hmac
crypto map diamap 10 ipsec-isakmp
set peer 192.68.9.1
set security-association lifetime kilobytes 536870912
set transform-set testcpoc
match address 199
access-list 199 permit ip 192.169.0.0 0.0.255.255 193.169.0.0 0.0.255.255
interface SBC01
ip address 192.68.9.2 255.255.255.0
crypto map diamap
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CALEA IRI インターフェイスのサポート
米国盗聴法（CALEA）の代行受信関連情報（IRI）インターフェイス サポート機能を使用すると、シ
グナリングおよびメディアの内容に関する情報の両方を収集するための、VoIP エンド ポイント上で法
的な令状を定義できます。CALEA IRI インターフェイス サポート機能は PacketCable 1.5 標準仕様に
基づいています。

CALEA IRI インターフェイス サポート機能は、統合セッション ボーダー コントローラ（SBC）構成
のセッション開始プロトコル（SIP）コールと H.323 コールの両方に適用されます。ただし、分散 SBC
には適用されません。

Cisco Unified Border Element（SP Edition）は、以前は Integrated Session Border Controller と呼ばれ
ており、このマニュアルでは通常 SBC と呼びます。
本章で使用されているコマンドの詳細な説明については、次の場所にある『Cisco Unified Border
Element (SP Edition) Command Reference: Unified Model』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sbc/command/reference/sbcu_book.html
すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にある
Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

CALEA IRI インターフェイス サポートの機能履歴
リリース

変更内容

Cisco IOS XE Release
3.1S

CALEA IRI インターフェイス サポート機能が、Cisco ASR 1000 シリー
ズ ルータに追加されました。

内容
このモジュールの構成は次のとおりです。

• 「CALEA IRI インターフェイス サポートについて」（P.1084）
• 「CALEA IRI インターフェイス サポートの実装に関する制約事項」（P.1094）
• 「CALEA IRI インターフェイス サポートの実装」（P.1095）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-11-J

1083

CALEA IRI インターフェイスのサポート
CALEA IRI インターフェイス サポートについて

CALEA IRI インターフェイス サポートについて
SBC は Intercepting Control Element （ICE）と Intercepting Network Element（INE）の両方の機能に
使用できます。簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターフェイスを使用して令状を要求で
きます。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、令状の要求に従って、PacketCable1.5 メッセージと複製
された IP/UDP/RTP メディア パケットで応答します。
ユーザ名、電話番号、SIP Uniform Resource Identifier（URI）を使用してエンド ポイントのマッチン
グも定義できます。また、令状のペン、トレース、ペンとトレース、または代行受信タイプ設定できま
す。
簡易ネットワーク管理プロトコル バージョン 3（SNMPv3）の MIB を使用して、メディエーション デ
バイスの情報とともに VoIP エンド ポイント情報を定義できます。VoIP シグナリング情報はルータか
らメディエーション デバイスに送信されます。また、メディアの内容は、リアルタイムに傍受、複製、
カプセル化、およびメディエーション デバイスに送信されます。

VoIP エンドポイント情報だけを指定して令状を定義します。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは特定
のコールに使用されているローカル ピンホールを判定し、メディエーション デバイスにコール内容を
複製します。また、PacketCable1.5 イベント メッセージ（IRI）を使用してコール シグナリング関連情
報だけを要求する令状を定義できます。
隣接からコールを受信するコンテキストで、継承プロファイルが preset-access に設定されている場合、
SIP ヘッダーの送信元情報が、設定された令状の照合に使用されます。隣接からコールを受信するコン
テキストで、継承プロファイルが preset-core に設定されている場合、SIP ヘッダーの宛先情報が、設
定された令状の照合に使用されます。ただし、プロバイダーは、隣接上で warrant match-order コマ
ンドを設定することで、これらのルールを上書きできます。
登録済み SIP エンド ポイントでは、cvoiptapStreamMatchType を URI に設定することを推奨します。

VoIP コールが傍受される場合、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、RADIUS メッセージを使用して、
ローカルで生成された一意の Call Content Connection ID（CCCID）情報を送信します。同じ CCCID
情報は、メディアの IP パケットのカプセル化に使用されます。メディエーション デバイスは、シグナ
リングとメディア情報を関連付けるために CCCID 情報を使用できます。VoIP LI 令状情報はセキュア
SNMPv3 インターフェイスを使用して取得できます。
代行受信ごとに、CCCID 情報を持つ一意の IRI ストリームが存在します。
複数の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータがあるネットワークでは、CALEA IRI インターフェイス サ
ポート機能は、監視対象のエンドポイントに最も近いルータで情報を傍受するように設計されていま
す。
ここでは、CALEA IRI インターフェイス サポート機能に関する次の内容について説明します。

• 「CALEA IRI インターフェイス サポートのフロー」（P.1085）
• 「SNMP 行インデックス」（P.1086）
• 「傍受インターフェイス」（P.1086）
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CALEA IRI インターフェイス サポートのフロー
図 1 に、CALEA IRI インターフェイス サポート機能のフローを示します。
図 1

CALEA IRI インターフェイス サポート機能のフロー
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CALEA IRI インターフェイス サポート機能のフローに関する手順は次のとおりです。
1. メディエーション デバイス情報と VoIP 令状のプロビジョニングが、Cisco ASR 1000 シリーズ
ルータで SNMPv3 と IOS CLI コマンドの組み合わせとして実行されます。
2. 発信側がコールを開始します。
3. 令状がシグナリング パラメータに一致する場合、RADIUS メッセージはメディエーション デバイ
スに送信されます。メッセージには、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータによって生成された一意の
CCCID が含まれます。
4. コールを開始した側が応答し、メディア情報が Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを通過して転送さ
れ始めます。

5. Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、メディア情報を複製し、メディエーション デバイスに送信し
ます。
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SNMP 行インデックス
図 2 は、SNMP のテーブルおよび行を表します。2 個の独立したメディエーション デバイスの行があ
ります。GenericStream および VoIP MIB TAP 行は、IRI MD 行の子です。VoIP MIB TAP 行には、CC
MD MIB 行との関係をキャプチャする CCIndex フィールドがあります。1 対 1 の関係は、
GenericStream および VoIP MIB TAP 行にもあります。
図 2

SNMP 行インデックス
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1
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cvoiptapStreamCCMediationDevice
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udp
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1
Voip㸦6㸧 ௦⾜ཷಙ
1
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cTap2StreamEntry

1
1
2
௦⾜ཷಙ
MDIndex StreamIndex CCIndex

VOIP ௧≧

712020

cvoiptapStreamCCMediationDevice [2]
㸦CC MDS ࣉࣟࣇࣝ⏝㸧

cTap2StreamEntry [1] [1]
㸦VoIP ࢱࣉ㸧

cvoiptapStreamEntry [1] [1]
㸦CCIndex [2] ࢆᣦᐃ㸧

279521

cvoiptapStreamCCMediationDevice [1]
㸦IRI MDS ࣉࣟࣇࣝ⏝㸧

NUM

傍受インターフェイス
ここでは、次の傍受インターフェイスについて説明します。

• 「IRI インターフェイス」（P.1087）
• 「CC インターフェイス」（P.1093）
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IRI インターフェイス
電子監視のための PacketCable 1.5 標準仕様には、すべての IRI 関連メッセージのパケット定義が含ま
れています。表 1 に、傍受される各コールについて送信される、サポートされるコール イベント メッ
セージの詳細を示します。
表 1

サポートされるコール イベント メッセージ

イベント メッセー
ジ

備考

Signaling_Start

シグナリングが開始された時点（インバウンド）および開始される
時点（アウトバウンド）で送信されます。たとえば、SIP エンドポイ
ントで、着信の INVITE を受信した時点、または発信の INVITE を
送信する時点です。

QoS_Reserve

インバウンド QoS が予約されている場合にはインバウンド レッグ、
アウトバウンド QoS が予約されている場合にはアウトバウンド レッ
グに対して送信されます。

Call_Answer

終端側からアンサーがあり、メディアが開始されたことを示します。
このメッセージは、同時に両方のレッグに対して送信されます。

QoS_Commit

SBC により QoS が認定された時点で送信されます。このメッセージ
は、同時に両方のレッグに対して送信されます。

Call_Disconnect

コールが終了し、メディア フローが停止した時点で送信されます。
メッセージは、同時に両方のレッグに対して送信されます。

QoS_Release

SBC により QoS が解放された時点で送信されます。同時に両方の
レッグに対して送信されます。

Signaling_Stop

コールの各側でシグナリングが完了した時点で送信されます。この
イベントは、最後のシグナリング メッセージが送信された後、各側
で 1 回生成されます。

Media_Report

フローが作成、変更、解放されるたびに、SBC によって送信されま
す。

Surveillance_Stop

IRI と CC 傍受のいずれかまたは両方の終了を示すために SBC に
よって送信されます。通常、これは、コールの終了を示します。

Redirection

3XX リダイレクションの応答または SIP REFER 要求によりコール
が転送された場合に、SBC によって送信されます。

コール イベント メッセージ
表 2 では、宛先がルーティング可能であり、発信側エンドポイントでコールを開始できるという情報
が SBC にある場合に、サポートおよび送信される Signaling_Start メッセージの属性について詳しく説
明します。
表 2

Signaling_Start メッセージの属性

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Direction_Indicator

デバイスがコールの発信元と終端のどちらを
表しているかを示します。

1：発信
2：終端
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表 2

Signaling_Start メッセージの属性 （続き）

MTA_Endpoint_Name

SBC は MTA と直接通信できません。デフォ
ルトでは、値は MTA Endpoint に設定されま
す。また、隣接またはシグナリング アドレス
情報を報告するように属性を設定できます。

Calling_Party_Number

発信側の番号（使用可能な場合）。SBC では、
これは着信番号変換後（変換が行われる場
合）、ルーティングの開始前の番号の正規形式
です。

Called_Party_Number

着信側の番号（常に存在）。SBC では、これ
は着信番号変換後、ルーティングの開始前の
番号の正規形式です。

Routing_Number

ルーティング可能な番号を示します（常に存
在）。

User_Input

着信番号分析中に実行されるすべての変換前
の、着信側の番号です。

Translation_Input

着信番号分析後、ルーティングする前の着信
側番号（User_Input で指定された値と異なる
場合）。

Redirected_From_Info

INVITE を 3XX または REFER に対する応答
として送信する場合、この属性には、コール
の前の宛先（3XX または REFER の送信側）、
コールの最初の宛先（複数のリダイレクトが
ある場合）、およびコールのこれまでのリダイ
レクト数が設定されます。

Carrier_Identification_Code

このコールに関連付けられた Carrier
Identification Code。

Trunk_Group_ID

Trunk_Type は 9 に設定されます。シグナリン
グ タイプは指定されていません。
Trunk_Group_ID には、コールの傍受されて
いる側に関連付けられたトランク グループ ID
が設定されます。

次の Signaling_Start メッセージの属性はメッセージに含まれません。

• Attribute Name
• Location_Routing_Number
• Intl_Code
• Dial_Around_Code
• Jurisdiction_Information_Parameter
• Ported_In_Calling_Number
• Ported_In_Called_Number
• Called_Party_NP_source
• Calling_Party_NP_source
• Billing_Type
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• Electronic_Surveillance_Indication
表 3 では、QoS_Reserve メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、SBC が
ネットワーク上の帯域幅（QoS）を予約したときに生成されます。予約された帯域幅が変化した場合、
QoS_Reserve および QoS_Commit メッセージが新しく生成されます。

表 3

QoS_Reserve メッセージの属性

属性名

コメント

EM_Header

共通ヘッダー属性。

QoS_Descriptor

QoS_Reserve メッセージの説明と同様です。

MTA_UDP_Portnum

ネットワーク エレメント エンドポイント上の UDP ポート番号。
SBC は MTA に直接アクセスできないため、この属性は 0 に設定されま
す。

Flow_Direction

1：アップストリーム
2：ダウンストリーム

SF_ID

必須であり、PacketCable アーキテクチャで CMTS によって生成される
データオーバーケーブル サービス インターフェイス仕様固有の属性。
SBC は DOCSIS をサポートしていないため、この属性は常に 0 になりま
す。

CCC_ID

このコールのローカル CCC ID。これは、コールで CC の傍受が行われて
いる場合に含まれます。

表 4 では、Call_Answer メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、双方向メ
ディアが確立された最も早い時点を示します。SBC は、着信側がコールに応答したことを通知される
と、課金サーバに SBC メッセージを送信します。

表 4

Call_Answer メッセージの属性

属性名

解説

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Charge_Number

コレクト コール、テレホンカード コール、サード
パーティに課金されるコールなどの間の課金番号。

SBC では、コールが迂回されていない限り、発番
号になります。迂回されたコールには Diverted-By
番号があります。

Related_Call_Billing_Correlation_ID 終端ネットワーク エレメントからのレッグに割り
当てられた Billing Correlation ID（BCID）。SBC
は、BCID および Financial Entity ID（FEID）の
情報を他のネットワーク エレメントと共有しませ
ん。

（注）

FEID 属性は、Call_Answer メッセージで送信されません。
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表 5 では、QoS_Commit メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、ゲート帯
域幅が認定されたときに SBC によって送信されます。このメッセージは、以前送信された
QoS_Reserve の後に送信されます。

表 5

QoS_Commit メッセージの属性

属性名

コメント

EM_Header

タイムスタンプと BCID を含む共通ヘッダー属性。

MTA_UDP_Portnum

ネットワーク エレメント エンドポイント上の UDP ポート番号。
SBC は MTA に直接アクセスできないため、この属性は 0 に設定されま
す。

Flow_Direction

1：アップストリーム
2：ダウンストリーム

SF_ID

SBC は DOCSIS をサポートしていないため、常に 0 です。

Total_Bandwidth（属性
ID 253）
CCC_ID

幅。

QoS_Commit メッセージに示されたストリームで使用される合計帯域
コールのローカル CCC ID。この属性は、コールで CC の傍受が行われて
いる場合に含まれます。

次の属性は、QoS_Commit メッセージに含まれません。

• QoS_Descriptor
• Media_Session_Desc（属性 ID 254）
表 6 では、Call_Disconnect メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、双方向
メディア フローが終了すると SBC によって生成されます。このメッセージは QoS_Release および
Signaling_Stop のメッセージの直前に、Call_Answer メッセージが送信された後にのみ送信されます。

表 6

Call_Disconnect メッセージの属性

属性名

コメント

EM_Header

共通ヘッダー属性。

Call_Termination_Cause

コールを終了する理由。
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表 7 では、QoS_Release メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、予約済み
帯域幅が解放されるときに SBC によって生成されます。

表 7

QoS_Release メッセージの属性

属性名

コメント

EM_Header

タイムスタンプと BCID を含む共通ヘッダー属性。

Flow_Direction

1：アップストリーム
2：ダウンストリーム

（注）

SF_ID

DOCSIS 固有の属性であるサービス フロー ID。PacketCable アーキテク
チャで CMTS によって生成されます。SBC は DOCSIS をサポートして
いないため、この属性は常に 0 に設定されます。

CCC_ID

コールのローカル CCC ID。この属性は、コールで CC の傍受が行われて
いる場合に含まれます。

Media_Session_Desc（属性 ID 254）属性は、QoS_Release メッセージで送信されません。
表 8 では、Signaling_Stop メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、次のイ
ベント中に送信されます。

• コールを終了する側からの終了シグナリング要求（たとえば SIP BYE）が、SBE によって承諾さ
れる場合。

• コールを終了しない側に対して終了シグナリング要求が SBC によって送信され、その側によって
承諾される場合。

（注）

Signaling_Stop メッセージは、このコールに対して Signaling_Start メッセージが送信されない場合は
送信されません。

表 8

Signaling_Stop メッセージの属性

属性名

コメント

EM_Header

メッセージ中の先頭になければならないヘッダー属性。

Related_Call_Billing_Correlation_ID 他のレッグの BCID。たとえば、BCID が発信者の場合、こ
の属性は着信側用です。

Call_Termination_Cause

（注）

コールを終了した理由。

Signaling_Stop メッセージの FEID 属性は含まれません。
表 9 では、Surveillance_Stop メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、SIG
によって IRI または CC のいずれかまたは両方の傍受の終了を示すために送信されます。このメッセー
ジは、コールが終了したことを示します。
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表 9

Surveillance_Stop メッセージの属性

属性名

解説

EM_Header

タイムスタンプと BCID を含む共通ヘッダー属性。

Surveillance_Stop_Type

常に含まれます。

1：すべての監視の終了。
2：CC の傍受のみの終了。
Surveillance_Stop_Destination

常に含まれます。

1：Surveillance_Stop はローカル監視だけに適用されます。
値 1 は、SBC によって使用されません。
2：Surveillance_Stop は、ローカルおよびリモート監視に適
用できます。
3：Surveillance_Stop はリモート監視だけに適用されます。

（注）

Electronic_Surveillance_Indication 属性は Surveillance_Stop メッセージに含まれません。
表 10 では、Media_Report メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージはフローに
固有です。したがって、複数のフローが同時に作成されると、複数のイベント メッセージが、フロー
ごとに 1 個ずつ送信されます。

Media_Report メッセージは次のイベント中に、フローが作成、変更、および解放される時に送信され
ます。

• フローはフローのゲート帯域幅が認定されたときに作成されたと見なされます。QoS_Commit
メッセージも同時に送信されます。

• フローは再ネゴシエーションされたときに変更されたと見なされます。
• フローはフローのゲート帯域幅が解放されたときに解放されたと見なされます。Qos_Release メッ
セージも同時に送信されます。

表 10

Media_Report メッセージの属性

属性名

解説

EM_Header

タイムスタンプと BCID を含む共通ヘッダー属性。

CCC_ID

コールのローカル CCCID。コールで CC の傍受が行われている場合に含
まれます。

SDP_Upstream

フローのアップストリーム SDP（Flow_Direction によって示される発信
側へ向かうフローに対応する SDP）は、必ず含まれています。

SDP_Downstream

フローのダウン ストリーム SDP。Flow_Direction によって示される着信
側へ向かうフローに対応する SDP は、必ず含まれています。
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表 10

Media_Report メッセージの属性 （続き）

Channel_State

常に含まれます。

1：オープン（フロー作成済み）
2：変更（フロー変更済み）
3：クローズ（フロー解放済み）
Flow_Direction

常に含まれます。メッセージが生成された時点で、デバイスがコールの
開始部分または終了部分に代わって機能しているかどうかを示します。

1：アップ ストリーム（発信側）
2：ダウン ストリーム（着信側）
表 11 では、Redirection メッセージの属性について詳しく説明します。このメッセージは、3XX リダ
イレクションの応答または SIP REFER 要求によりコールが転送された場合に、SBC によって送信され
ます。

表 11

Redirection メッセージの属性

属性名

解説

EM_Header

タイムスタンプと BCID を含む共通ヘッダー属性。

Related_Call_Billing_Correlator

常に含まれます。コールの古いブランチに以前使用された

BCID。
Redirected_From_Party_Number

常に含まれます。コールの転送元の番号。

Redirected_To_Party_Number

常に含まれます。コールの転送先の番号。

Carrier_Identification_Code

コールに関連付けられた Carrier Identification Code。

CC インターフェイス
PacketCable 1.5 標準仕様には、複製された音声内容パケットのパケット ヘッダー形式が含まれていま
す。
図 3 に複製されたパケットを示します。パケットの最初の 3 行が外側のレイヤ 2、レイヤ 3、レイヤ 4
の情報です。この情報は、メディエーション デバイスの宛先 IP と UDP ポート、および Cisco ASR
1000 シリーズ ルータの送信元 IP および UDP ポートで構成されます。パケットの 4 行目は、シグナリ
ングとメディア情報を相互に関連付けるために使用する CCC ID です。パケットの最後の 4 行は、傍受
されている元のメディア パケットです。これはレイヤ 3 IP から始まり、UDP、および RTP メディア
ペイロードが続きます。
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図 3

パケットのフォーマット
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CALEA IRI インターフェイス サポートの実装に関する制約
事項
CALEA IRI インターフェイス サポート機能実装には、次の制約事項と制限事項が適用されます。
• 1 つのメディエーション デバイスの IP アドレスだけがサポートされます。
• メディエーション デバイスに関する IPv6 アドレスはサポートされません。グローバル ルーティン
グ空間の IPv4 アドレスだけがメディエーション デバイスでサポートされます。IPv4 アドレスは、
仮想ルーティング / 転送（VRF）に関連付けられていてはなりません。
• メディエーション デバイスの IP アドレスは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのグローバル ルー
ティング空間からアクセスできる必要があります。CISCO-TAP2-MIB では、メディエーション デ
バイスの IP アドレスが VRF にあってはなりません。
• Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは Cisco 10200 Softswitch および Cisco PGW 2200 Softswitch の
令状設定をサポートしません。

• 電子監視のための PacketCable 2.0 標準仕様はサポートされません。
• SIP P-DCS-LAES ヘッダーを使用した LI はサポートされません。
• 傍受は既存のコールには適用されません。
• IPv6 メディア アドレスは VRF で代行受信できませんが、グローバル ルーティング空間で傍受で
きます。ただし、IPv4 メディア アドレスは、グローバル ルーティング空間と VRF の両方で傍受
できます。
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CALEA IRI インターフェイス サポートの実装
ここでは、CALEA IRI インターフェイス サポート機能を設定する方法について説明します。

• 「SBC での CALEA IRI インターフェイス サポートの設定」（P.1098）
• 「VoIP LI SNMP の設定」（P.1095）
• 「SBC での CALEA IRI インターフェイス サポートの設定」（P.1098）

LI の設定
LI TAPS 定義に関する SNMPv3 および SNMP ビューの設定情報を表示するには、次の場所にある
『Cisco IOS and NX-OS Software Lawful Intercept Architecture feature guide』の「How to Configure
Lawful Intercept」の項を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_lawful_intercept.html
#wp1077988
『Cisco IOS and NX-OS Software Lawful Intercept Architecture feature guide』に説
LI を設定するには、
明がある次のコマンドを使用します。

• snmp-server view view-name MIB-name included：SNMPv2 MIB ビューを定義し、MIB ファミ
リをビューに含めます。

• snmp-server group group-name v3 auth read view-name write view-name ：ユーザ セキュリ
ティ モデル（SNMPv3）および authNoPriv セキュリティ レベルを使用してグループの読み書き
ビューを定義します。

• snmp-server user user-name group-name v3 auth md5 auth-password：認証と V3 セキュリティ
モデルのために、HMAC MD5 アルゴリズムを使用して、ユーザの認証パスワードを定義します。
次に、メディエーション デバイスが合法的傍受 MIB にアクセスできるようにする例を示します。この
例では、3 つの LI MIB（CISCO-VoIp-Tap-MIB、CISCO-TAP2-MIB 、および CISCO-IP-TAP-MIB ）
を含む SNMP ビュー（tapV）を作成します。また、tapV ビュー内の MIB に読み込み、書き込み、通
知アクセス可能なユーザ グループも作成します。
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server
snmp-server

view tapV ciscoVoIpTapMIB included
view tapV ciscoIpTapMIB included
view tapV ciscoTap2MIB included
group tapGrp v3 auth read tapV write tapV notify tapV
user li tapGrp v3 auth md5 cisco
community public

VoIP LI SNMP の設定
SNMP のプロビジョニングは、Sun ワーク ステーションで使用できる SNMP 調査ツールを使用して実
行されます。ただし、SNMPv3 プロトコルを使用する任意のツールを使用できます。
ここに示す setany コマンドは、SNMP アプリケーションを使用して実行されます。これらのコマンド
は、Cisco IOS CLI コマンドではありません。使用しているルーティング デバイス上で SNMP が設定
されていることを前提としています。MIB を動作させるには、セキュア K9 イメージが必要です。
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次の例には 4 つの部分があります。

• メディエーション デバイスの情報の追加
• VoIP ユーザ令状の追加
• メディエーション デバイスと VoIP ユーザ令状情報の取得
• VoIP ユーザ令状とメディエーション デバイス情報の削除

メディエーション デバイスの情報の追加
メディエーション デバイスの情報を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

SBC から PacketCable1.5 イベント メッセージを通じて音声シグナリング情報を受信するための、メ
ディエーション デバイス IP、RADIUS 受信ポート、トランスポート タイプ、共有 RADIUS キーを設
定します。
次に、IP アドレス 101.10.7.61、UDP ポート 1813、RADIUS キー「cisco」を使用して、IRI の TAP2
MD 行を作成する例を示します。
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany

ステップ 2

-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3

172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151

li
li
li
li
li
li
li
li
li
li

cTap2MediationStatus.1 -i 5
cTap2MediationTimeout.1 -o "07 da 05 08 0e 3b 37 06"
cTap2MediationDestAddressType.1 -i 1
cTap2MediationTransport.1 -i 6
cTap2MediationRadiusKey.1 -o "63 69 73 63 6f"
cTap2MediationSrcInterface.1 -i 0
cTap2MediationDscp.1 -i 0
cTap2MediationDestAddress.1 -o "65 0a 07 3d"
cTap2MediationDestPort.1 -g 1813
cTap2MediationStatus.1 -i 1

SBC から CC 音声を受信するための、メディエーション デバイス IP、コール コンテンツ（CC）受信
ポート、およびトランスポート タイプを設定します。
次に、IP アドレス 101.10.7.61、UDP ポート 45000 を使用して、CC の TAP2 メディエーション デバ
イス行を作成する例を示します。
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany
setany

-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3
-v3

172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151

li
li
li
li
li
li
li
li
li

cTap2MediationStatus.2 -i 5
cTap2MediationDestAddressType.2 -i 1
cTap2MediationTimeout.2 -o "07 da 05 08 0e 3b 37 06"
cTap2MediationTransport.2 -i 1
cTap2MediationSrcInterface.2 -i 0
cTap2MediationDscp.2 -i 0
cTap2MediationDestAddress.2 -o "65 0a 07 3d"
cTap2MediationDestPort.2 -g 45000
cTap2MediationStatus.2 -i 1

VoIP ユーザ令状の追加
VoIP ユーザ令状を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

VoIP ユーザ令状を設定します。
次に、照合ユーザ名「712020」、タイプ「Intercept」を使用して、VoIP TAP SNMP 行を作成する例を
示します。
setany -v3 172.18.37.151 li cvoiptapStreamRowStatus.1.1 -i 5
setany -v3 172.18.37.151 li cvoiptapStreamId.1.1 -o "72 72 2d 31"
setany -v3 172.18.37.151 li cvoiptapStreamType.1.1 -i 4
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setany
setany
setany
setany

ステップ 2

-v3
-v3
-v3
-v3

172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151

li
li
li
li

cvoiptapStreamMatch.1.1 -o "37 31 32 30 32 30"
cvoiptapStreamMatchType.1.1 -i 1
cvoiptapStreamCCMediationDevice.1.1 -i 2
cvoiptapStreamRowStatus.1.1 -i 1

次に、VoIP に関連する汎用ストリームを設定し、汎用ストリームをイネーブルにする例を示します。
setany
setany
setany
setany

-v3
-v3
-v3
-v3

172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151
172.18.37.151

li
li
li
li

cTap2StreamStatus.1.1 -i 5
cTap2StreamType.1.1 -i 6
cTap2StreamInterceptEnable.1.1 -i 1
cTap2StreamStatus.1.1 -i 1

メディエーション デバイスと VoIP ユーザ令状情報の取得
メディエーション デバイスと VoIP ユーザ令状情報を取得するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

次に、MDS TAP2 SNMP 行を取得する例を示します。
getmany -v3 172.18.37.151 li ciscoTap2MIB
SNMP GETMANY for the configured values
cTap2MediationCapabilities.0 = ipV4SrcInterface(0), udp(2), radius(7)
cTap2MediationDestAddressType.1 = ipv4(1)
cTap2MediationDestAddressType.2 = ipv4(1)
cTap2MediationDestAddress.1 = 65 0a 07 3d
cTap2MediationDestAddress.2 = 65 0a 07 3d
cTap2MediationDestPort.1 = 1813
cTap2MediationDestPort.2 = 45000
cTap2MediationSrcInterface.1 = 0
cTap2MediationSrcInterface.2 = 0
cTap2MediationRtcpPort.1 = 0
cTap2MediationRtcpPort.2 = 0
cTap2MediationDscp.1 = 0
cTap2MediationDscp.2 = 0
cTap2MediationDataType.1 = 0
cTap2MediationDataType.2 = 0
cTap2MediationRetransmitType.1 = 0
cTap2MediationRetransmitType.2 = 0
cTap2MediationTimeout.1 = 07 da 05 08
0e 3b 37 06
cTap2MediationTimeout.2 = 07 da 05 08
0e 3b 37 06
cTap2MediationTransport.1 = radius(6)
cTap2MediationTransport.2 = udp(1)
cTap2MediationNotificationEnable.1 = true(1)
cTap2MediationNotificationEnable.2 = true(1)
cTap2MediationStatus.1 = active(1)
cTap2MediationStatus.2 = active(1)
cTap2MediationRadiusKey.1 = cisco
cTap2MediationRadiusKey.2 =
cTap2StreamType.1.1 = voip(6)
cTap2StreamInterceptEnable.1.1 = true(1)
cTap2StreamInterceptedPackets.1.1 = 0
cTap2StreamInterceptDrops.1.1 = 0
cTap2StreamStatus.1.1 = active(1)
cTap2StreamInterceptedHCPackets.1.1 = 0x000000000
cTap2StreamInterceptHCDrops.1.1 = 0x000000000

ステップ 2

次に、VoIP TAP SNMP 行を取得する例を示します。
getmany -v3 172.18.37.151 li ciscoVoIpTapMIB
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cvoiptapStreamCapabilities.0 = tapEnable(0), usernameOrNumber(1), uri(2)
cvoiptapStreamId.1.1 = rr-1
cvoiptapStreamType.1.1 = intercept(4)
cvoiptapStreamMatch.1.1 = 712020
cvoiptapStreamMatchType.1.1 = usernameOrNumber(1)
cvoiptapStreamCCMediationDevice.1.1 = 2
cvoiptapStreamRowStatus.1.1 = active(1)

VoIP ユーザ令状とメディエーション デバイス情報の削除
VoIP ユーザ令状とメディエーション デバイス情報を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

汎用ストリームをディセーブルにして削除し、VoIP User TAP 行を削除します。
setany -v3 172.18.37.151 li cTap2StreamInterceptEnable.1.1 -i 2
setany -v3 172.18.37.151 li cvoiptapStreamRowStatus.1.1 -i 6
setany -v3 172.18.37.151 li cvoiptapStreamRowStatus.1.1 -i 6

ステップ 2

メディエーション デバイスの RADIUS 受信ポートを削除します。
setany -v3 172.18.37.151 li cTap2MediationStatus.1 -i 6

ステップ 3

MDS CC 受信ポートを削除します。
setany -v3 172.18.37.151 li cTap2MediationStatus.2 -i 6

SBC での CALEA IRI インターフェイス サポートの設定
ここでは、デフォルト一致順序の上書きに関連する手順について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. sbc sbc-name
3. sbe
4. adjacency sip | h323 adjacency-name
5. warrant match-order [source | destination | diverted-by]
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードをイネーブ
ルにします。

例：
Router# configure terminal

ステップ 2

sbc sbc-name

SBC サービスのモードを開始します。
• sbc-name 引数を使用して、サービスの名前を定義

例：

します。

Router(config)# sbc mysbc
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

sbe

SBC サービス内で Signaling Border Element（SBE）エ
ンティティのモードを開始します。

例：
Router(config-sbc)# sbe

ステップ 4

adjacency sip|h323 adjacency-name

SBE SIP 隣接または H.323 隣接のモードを開始します。
• adjacency-name 引数を使用して、SIP または
H.323 隣接の名前を定義します。

例：
Router(config-sbc-sbe)# adjacency sip sipadj

ステップ 5

warrant match-order [source | destination |
diverted-by]

SIP 隣接または H.323 隣接の合法な執行令状情報を設
定し、令状の照合に使用されるフィールドの順序を指
定します。

例：

デフォルトでは、着信アクセス隣接が送信元情報と一
致し、コア隣接が宛先情報と一致します。

Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# warrant
match-order source destination diverted-by

（注）
ステップ 6

H.323 隣接では diverted-by キーワードがサ
ポートされません。

隣接モードを終了して、SBE モードに戻ります。

exit

例：
Router(config-sbc-sbe-adj-sip)# exit

次に、デフォルトの照合順序を上書きするように SBC を設定する例を示します。
configure terminal
sbc mySBC
sbe
adjacency sip adj1
warrant match-order source destination diverted-by
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A

エンド ツー エンドの Cisco Unified Border
Element（SP Edition）設定例
ここでは、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータでの Cisco Unified Border Element（SP Edition）のすべ
ての設定を示します。
Router# show run
Building configuration...
Current configuration : 17580 bytes
!
! Last configuration change at 11:12:56 SGT Sun Nov 21 2010
!
version 15.1
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service internal
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
platform shell
!
hostname ASR1002-2
!
boot-start-marker
boot system
bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.BLD_V151_1_S_XE32_THROTTLE_LATEST_20101109_090050.bin
boot system bootflash:asr1000rp1-adventerprisek9.BLD_MCP_DEV_LATEST_20101109_222533.bin
boot-end-marker
!
!
vrf definition Mgmt-intf
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
vrf definition h323-vrf-a
description h323-vrf-a
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
vrf definition h323-vrf-b
description h323-vrf-b
!
address-family ipv4
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exit-address-family
!
vrf definition l2e-vrf-a
description VRF a-side for late-to-early
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
vrf definition l2e-vrf-b
description VFR b-side for late-to-early
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
vrf definition sigpinhole_customer_a
description SigPinhole-VRF-Customer-A
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
vrf definition sigpinhole_customer_b
description SigPinhole-VRF-Customer-B
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
vrf definition vrf_a
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
vrf definition vrf_b
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
logging buffered 10000000
enable secret 5 $1$wVYL$r.SbA2ka.6l9g7baSdHJx/
!
no aaa new-model
!
!
!
no process cpu extended history
no process cpu autoprofile hog
clock timezone SGT 8 0
ip source-route
!
!
!
!
!
ip domain name cisco.com
ip host t-mobile.com 10.0.48.236
ip host ibcf.t-mobile.com 10.0.48.236
ip host scscf.t-mobile.com 10.0.48.236
ip name-server 20.21.28.125
ip name-server vrf vrf_a 20.21.28.125
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ip name-server vrf vrf_b 20.21.28.125
!
!
ipv6 host opensips.cisco.com 2001:20:21:28:20:21:28:93
ipv6 unicast-routing
!
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
redundancy
mode none
application redundancy
group 1
name CUBE-SP
shutdown
priority 255 failover threshold 100
control GigabitEthernet0/0/1.726 protocol 1
data GigabitEthernet0/0/2
protocol 1
authentication md5 key-string cisco
!
!
!
ip ftp username fw
ip ftp password cisco
!
class-map type inspect match-any sip-traffic-class
match protocol sip
match protocol icmp
!
policy-map type inspect private-public-policy
class type inspect sip-traffic-class
inspect
class class-default
!
zone security private
zone security public
zone-pair security private-public source private destination public
service-policy type inspect private-public-policy
!
!
!
!
!
!
!
interface SBC1
ip address 10.160.90.4 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.11 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.12 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.13 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.14 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.15 255.255.255.0 secondary
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ip address 10.160.90.16 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.17 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.18 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.19 255.255.255.0 secondary
ip address 10.160.90.3 255.255.255.0 secondary
ip address 20.24.34.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:A401::10:160:90:1/64
ipv6 address 2001:A401::10:160:90:2/64
ipv6 address 2001:A405::20:24:34:1/64
!
interface SBC2
ip address 10.190.6.2 255.255.255.224 secondary
ip address 10.190.6.1 255.255.255.224
!
interface SBC3
ip address 10.190.6.34 255.255.255.224 secondary
ip address 10.190.6.33 255.255.255.224
!
interface SBC4
ip address 10.190.7.66 255.255.255.224 secondary
ip address 10.190.7.65 255.255.255.224
!
interface SBC5
ip address 10.190.7.98 255.255.255.224 secondary
ip address 10.190.7.97 255.255.255.224
!
interface SBC9
ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
!
interface SBC200
ip address 20.24.31.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:20:24:31:20:24:31:1/64
!
interface SBC749
ip address 20.24.49.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
zone-member security private
negotiation auto
cdp enable
redundancy rii 10
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
shutdown
negotiation auto
cdp enable
!
interface GigabitEthernet0/0/1.726
encapsulation dot1Q 726
ip address 20.21.26.120 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
zone-member security public
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/3
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface FastEthernet0/1/0
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ip address 20.21.47.16 255.255.255.0 secondary
ip address 20.21.47.13 255.255.255.0
speed 100
negotiation auto
!
interface FastEthernet0/1/1
no ip address
shutdown
speed 100
negotiation auto
!
interface FastEthernet0/1/2
no ip address
shutdown
speed 100
negotiation auto
!
interface FastEthernet0/1/3
no ip address
shutdown
speed 100
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0
vrf forwarding Mgmt-intf
ip address 10.74.48.165 255.255.255.224
negotiation auto
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 10.74.48.151 255.255.255.255 20.21.26.1
ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 10.74.48.161
ip route vrf Mgmt-intf 0.0.0.0 0.0.0.0 10.74.28.65
ip route vrf vrf_a 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.27.1
ip route vrf vrf_b 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.26.1
!
logging esm config
cdp run
ipv6 route ::/0 2001:20:21:28:20:21:28:1
ipv6 route vrf vrf_b ::/0 2001:20:21:26:20:21:26:1
ipv6 route vrf vrf_a ::/0 2001:20:21:27:20:21:27:1
!
!
!
control-plane
!
!
sbc diagnostics sparse
!
!
sbc rls8
sbe
control address aaa ipv4 20.24.34.1
radius authentication
server freeRadius
address ipv4 10.0.48.236
mode local
key cisco
radius accounting Codenomicon
concurrent-requests 4000
retry-interval 5000
retry-limit 9
server Codenomicon

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-10-J

A-5

付録 A

エンド ツー エンドの Cisco Unified Border Element（SP Edition）設定例

address ipv4 10.0.48.236
port 1812
key cisco
sip body-profile PASSALL
sip parameter-profile test
parameter aaa
action strip
sip parameter-profile testb
sip parameter-profile proxy-param
parameter firewall
action strip
sip parameter-profile access-param
parameter firewall
action add-or-replace value public-ip-address
sip header-profile h1
src-address
header-prio 1 header-name P-Called-Party-ID
header-prio 2 header-name P-Preferred-Identity
header Allow entry 1
action pass
header Call-Info entry 1
action pass
header P-Asserted-Identity entry 1
action pass
sip header-profile 111
header Allow entry 1
action replace-value value "ddd"
sip header-profile p-kt
header P-KT-UE-IP entry 1
action strip
header P-KT-UE-IP entry 2
action add-header value "${msg.rmt_ip_addr}"
sip header-profile proxy
header contact entry 1
parameter-profile proxy-param
action as-profile
sip header-profile access
header contact entry 1
parameter-profile access-param
action as-profile
sip header-profile default
blacklist
sip header-profile IMS_Access
blacklist
header P-Called-Party-ID entry 1
action strip
sip header-profile P-Charging-Fucntion-Address
blacklist
header P-Charging-Function-Addresses entry 1
action add-first-header value "1.1.1.1"
sip method-profile PASS
blacklist
sip method-profile default
blacklist
sip option-profile default
blacklist
sip error-profile default
cause rtg-no-route-found sub-cause rtg-src-adjacency status-code 604 reason "Q.850
;cause=16 ;text=\"SBC: No route found based on src adjacency\""
adjacency h323 H323CCM134-GK
signaling-address ipv4 20.24.34.1
signaling-port 1719
remote-address ipv4 10.0.50.134 255.255.255.255
signaling-peer gk 10.0.48.93
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tech-prefix 567
dbe-location-id 0
allow private info
trunk trusted
inbound secure
attach
adjacency h323 H323CCM134-vrfa
vrf h323-vrf-a
signaling-address ipv4 10.190.7.65
remote-address ipv4 10.0.50.134 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.134
dbe-location-id 0
trunk trusted
inbound secure
attach
adjacency sip SIPP1
signaling-address ipv4 20.24.34.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.244.81 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.244.81
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip SIPP2
signaling-address ipv4 20.24.34.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.244.82 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.244.82
dbe-location-id 0
attach
adjacency sip UE-RX
inherit profile preset-access
signaling-address ipv4 192.168.2.1
statistics method summary
remote-address ipv4 10.0.120.19 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.120.19
dbe-location-id 0
reg-min-expiry 200
fast-register disable
attach
adjacency sip adj1-o
inherit profile preset-access
visited network identifier ims.net
signaling-address ipv4 192.168.2.1
statistics method summary
remote-address ipv4 192.168.1.1 255.255.255.255
signaling-peer 192.168.1.1
media bypass tag 1 a
media bypass tag 2 b
media bypass tag 3 c
media bypass tag 4 d
attach
adjacency sip adj1-t
inherit profile preset-access
visited network identifier ims.net
signaling-address ipv4 192.168.130.1
statistics method summary
remote-address ipv4 192.168.129.1 255.255.255.255
signaling-peer 192.168.129.1
media bypass tag 1 a
media bypass tag 2 b
media bypass tag 3 c
media bypass tag 4 d
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attach
adjacency sip CCM-132
preferred-transport tcp
signaling-address ipv4 20.24.34.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.132 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.132
dbe-location-id 0
ping-enable
ping-suppression ood-request
ping-bad-rsp-codes 503
warrant match-order destination source diverted-by
attach
adjacency sip CCM-133
admin-domain ad1
vrf sigpinhole_customer_a
signaling-address ipv4 10.190.6.33
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.133 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.133
dbe-location-id 0
dtmf disable sip notify
attach
adjacency sip CCM-135
admin-domain ad1
signaling-address ipv4 20.24.34.1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv4 10.0.50.135 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.50.135
dbe-location-id 0
dtmf disable sip info
attach
adjacency sip OpensipsV6
group IPv6
nat force-off
inherit profile preset-core
signaling-address ipv6 2001:A401::10:160:90:1
statistics method summary
signaling-port 7060
remote-address ipv6 2001::216:ECFF:FE3B:40DD/128
signaling-peer 2001:A401::33:33:36:1
dbe-location-id 0
registration target address 2001:A401::33:33:36:2
header-name From passthrough
dtmf prefer sip info
attach
adjacency sip OpenIMSCore
inherit profile preset-core
signaling-address ipv4 20.24.34.1
statistics method summary
signaling-port 4060
remote-address ipv4 10.0.48.236 255.255.255.255
signaling-peer 10.0.48.236
dbe-location-id 0
registration target address open-ims.test
registration monitor
header-name From passthrough
ims pani e2
attach
adjacency sip SoftphoneV6
group IPv6
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nat force-on
inherit profile preset-access
signaling-address ipv6 2001:A401::10:160:90:1
statistics method summary
signaling-port 5060
remote-address ipv6 2001::/64
signaling-peer 2001::10:0:120:19
dbe-location-id 0
registration rewrite-register
attach
cac-policy-set 1
first-cac-table SRC-ADJ
first-cac-scope src-adjacency
cac-table SRC-ADJ
table-type limit src-adjacency
entry 1
match-value UE-RX
caller inband-dtmf-mode always
media police strip
action cac-complete
entry 2
match-value CCM-132
codec-preference-list pref-list1
callee-privacy privacy-service always
caller-privacy privacy-service never
srtp support allow
payload-type asymmetric allowed
callee local-call-transfer allowed
srtp caller forbid
srtp callee mandate
srtp interworking allow
media police strip
action cac-complete
entry 3
match-value CCM-133
media police strip
action next-table msmbtb1
cac-table msmbtb1
table-type policy-set
entry 1
media bypass type hairpin full
media police strip
action cac-complete
complete
cac-policy-set global 1
call-policy-set 1
first-inbound-na-table natable1
first-call-routing-table da1
first-reg-routing-table REG-ROUTE-ON-SRC-ADJ
rtg-dst-address-table da1
entry 1
match-address kate string
dst-adjacency CCM-135
action complete
entry 2
match-address bob string
dst-adjacency CCM-133
action complete
entry 3
match-address 44 digits
dst-adjacency CCM-135
action complete
prefix
entry 4
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match-address 86 digits
dst-adjacency OpenIMSCore
action complete
prefix
rtg-src-adjacency-table REG-ROUTE-ON-SRC-ADJ
entry 1
match-adjacency UE-RX
dst-adjacency OpenIMSCore
action complete
entry 2
match-adjacency SoftphoneV6
dst-adjacency OpensipsV6
action complete
entry 3
match-adjacency OpenIMSCore
dst-adjacency adj1-o
action complete
na-dst-address-table natable1
entry 1
action next-table privacytb1
edit-src add-prefix 1
match-address 111 digits
entry 2
action accept
edit-src add-prefix 12345
match-address 112 digits
entry 3
action accept
edit-src add-prefix abc
match-address 113 digits
entry 4
action accept
match-address ^201[a-d]ef regex
entry 5
action accept
na-src-name-anonymous-table privacytb1
entry 1
action accept
edit-dst add-prefix 3
match-anonymous true
complete
call-policy-set 2
first-call-routing-table ROUTE-ON-DEST-NUM
rtg-dst-address-table ROUTE-ON-DEST-NUM
entry 1
match-address 1320X digits
dst-adjacency CCM-132
action complete
edit-dst del-prefix 4
prefix
complete
call-policy-set 3
first-call-routing-table table1
rtg-src-adjacency-table table1
entry 1
match-adjacency SIPP1
dst-adjacency CCM-135
action complete
entry 2
match-adjacency SIPP2
dst-adjacency CCM-133
action complete
complete
call-policy-set default 1
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admin-domain ad1
description This is a description for DOMAIN1
call-policy-set inbound-na 3
call-policy-set rtg 3
! using call-policy-set outbound-na default
admin-domain ad2
description This is a description for DOMAIN2
call-policy-set inbound-na 2
call-policy-set rtg 2
call-policy-set outbound-na 2
enum 1
req-timeout 60
rsp-lifetime 34000
nmr-buf-pool-size 500
entry default
server ipv4 10.0.120.33
activate
network-id 29599
sip dns
support-type sip-dns-srv
cache lifetime 0
cache limit 10
!
!
codec list pref-list1
codec G723 priority 1
codec PCMU priority 2
!
codec variant codec G7231L
variant G7231L
standard G723
fmtp annexa=yes
fmtp bitrate=5.3
billing
local-address ipv4 20.24.34.1
ldr-check 23 30
method packetcable-em
method xml
packetcable-em 0 transport radius Codenomicon
local-address ipv4 20.24.34.1
attach
xml 1
cdr path usb0:Billing/
cdr alarm minor 500000
ldr-check 23 30
attach
activate
!
!
blacklist global
reason bad-address
trigger-size 65535
reason cac-policy-rejection
trigger-size 65535
reason spam
trigger-size 65535
blacklist vpn sigpinhole_customer_a
reason authentication-failure
trigger-size 65535
reason endpoint-registration
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason cac-policy-rejection
reason corrupt-message
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trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
blacklist global ipv6 2001::10:0:233:113
reason authentication-failure
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason bad-address
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason endpoint-registration
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason cac-policy-rejection
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason corrupt-message
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
reason spam
trigger-size 65535
trigger-period 1 seconds
!
rtp-flood-detect
media-address ipv4 10.160.90.3
port-range 10000 11000 voice tag CCM-132
port-range 11001 12000 video tag CCM-135
media-address ipv6 2001:A401::10:160:90:1
port-range 16384 32767 signaling
activate
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
no login
!
exception data-corruption buffer truncate
!
monitor session 22 type erspan-source
description SOURCE_SESSION_FOR_Gi0/0/0
source interface Gi0/0/0
destination
erspan-id 22
ip address 10.0.100.100
origin ip address 20.21.28.72
!
!
end
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SIP の準拠性と相互運用性
この付録では、Cisco Unified Border Element（SP Edition）によって提供される Session Initiation
Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）サービスと機能およびサポートの種類についての例を示し
ます。

SIP 機能と SBC の準拠性
次の表に、Cisco Unified Border Element（SP Edition）により統合モデルで提供される SIP サービスと
機能、相互運用性と準拠性の範囲の例を示します。
表中の SIP サービスまたは機能の多くは、draft-ietf-sipping-service-examples.txt 仕様に記載されてい
ます。
この表は、地域通信事業者から提供される IP Centrex サービスと見なされる機能や、Private Branch
Exchange（PBX; 構内交換機）の機能のほとんどを網羅しています。この表には、REFER、
SUBSCRIBE、NOTIFY メソッドや、Replaces および Join ヘッダーなど、SIP に対するいくつかの拡
張に関するサービスも含まれています。
表 1

SBC の SIP サービスおよび機能に対する準拠性とサポート

Cisco Unified Border Element（SP Edition）
SIP サービスおよび機能

の準拠性またはサポート

コール保留

サポート済み。

コンサルテーション保留

サポート済み。

保留音

サポート済み。

保留音ありのコールの保留

サポート済み。

Find-Me

パススルーだけ。SBC は Find-Me 機能をサポー
トしていません。

コール パーク

パススルーだけ。SBC はコール パーク機能を実
行しません。

コール フォーキング

サポート済み。

発信側番号

パススルーだけ。SBC は発信側 ID 機能を実行し
ません。

発信者名の配信

パススルーだけ。SBC は発信者名の配信機能を
実行しません。

クリック ツー ダイヤル

部分的（エンド ユーザ コンピュータと電話機の
間に SBC がある場合はサポートされません）。
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表 1

SBC の SIP サービスおよび機能に対する準拠性とサポート （続き）

Cisco Unified Border Element（SP Edition）
SIP サービスおよび機能

の準拠性またはサポート

待ちメッセージ インジケータ

パススルー、SIP SUBSCRIBER/NOTIFY メッ
セージに依存

コール転送 - ビジー

部分的（プロキシと着信側の間に SBC がある場
合はサポートされません）。

コール転送 - 応答なし

部分的（プロキシと着信側の間に SBC がある場
合はサポートされません）。

コール転送 - 無条件

サポート済み。

再 INVITE による SIP セッション リフレッシュ

SIP - 個別イベント通知

部分的なサポート（RFC 3265）。

転送 - 無人

サポート済み。

転送 - 有人

サポート済み。

転送 - インスタント メッセージング

サポート済み。

3 者会議 - 第 3 者を追加

サポートされていません。

3 者会議 - 第 3 者が参加

サポートされていません。

単一回線拡張

サポートされていません。

コール管理（着信コール スクリーニング）

パススルーだけ。SBC はコール スクリーニング
機能を実行しません。

コール管理（発信コール スクリーニング）

パススルーだけ。SBC はコール スクリーニング
機能を実行しません。

コール ピックアップ

サポートされていません。

自動リダイヤル

サポートされていません。
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XML 課金スキーマ
この付録では、CUBE（SP）XML 課金方式によって生成された XML の課金レコードで使用される
XML 要素、SBC によって生成される XML 課金サンプル ファイル、XML 課金レコードの終了コー
ド、XML Document Type Definition（DTD）について詳しく説明します。

CUBE（SP）によって生成される XML 要素
ここでは、CUBE（SP）XML 課金方式で生成された XML 課金レコードで使用される XML 要素の詳
細について説明します。

recordfile 要素
表 C-1 に、recordfile 要素の属性を示します。
表 C-1

recordfile 要素の属性

属性

オプション

説明

sbc

N

CUBE（SP）記録の IP アドレス。

call 要素
表 C-2 に、call 要素の属性を示します。
表 C-2

call 要素の属性

属性

オプション

説明

starttime

N

コールの開始時刻は、シグナリングが開始された時刻です。

endtime

Y

コールの終了時刻は、シグナリングが終了しリソースが解放さ
れた時刻です。この属性は、コール詳細レコード（CDR）が書
き込まれるときにコールが終了しない場合に存在します。これ
は billingdeactivation 要素が存在するときに課金方式インスタ
ンスがアクティブ化されるためです。

duration

Y

コールの長さ（ミリ秒）。この属性は、コール詳細レコード
（CDR）が書き込まれるときにコールが終了しない場合に存在
します。これは Billingdeactivation 要素が存在するときに課金
方式インスタンスがアクティブ化されるためです。
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表 C-2

call 要素の属性 （続き）

属性

オプション

説明

release_side

Y

コールの解放を開始したコール制御側を示します（存在する場
合）。
使用される値は次のとおりです。

• Orig：解放がコールの発信側で開始されたことを示します。
• Term：解放がコールの着信側で開始されたことを意味しま
す。

• Neither：解放がコールのどちらの側でも開始されていない
ことを示します。
この属性が省略されている場合、解放の開始側に関する情報が
使用できないことを示します。1 つの原因として、コールがま
だ解放されていない可能性があります。

bcid

N

コール レコードに関連する CUBE（SP）インスタンスの固有識
別情報。

subscriber 要素
表 C-3 に、subscriber 要素の属性を示します。
表 C-3

subscriberl 要素の属性

属性

オプション

説明

public_id

N

加入者のパブリック ID。

billingdeactivation 要素
表 C-4 に、billingdeactivation 要素の属性を示します。
表 C-4

billingdeactivation 要素の属性

属性

オプション

説明

time

N

課金インスタンスが非アクティブ化された時刻。
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party 要素
表 C-5 に、party 要素の属性を示します。
表 C-5

party 要素の属性

属性

オプション

説明

type

N

使用される値は次のとおりです。

• Orig：この側がコールの発信元のエンドポイントであるこ
とを示します。

• Term：この側がコールの着信側エンドポイントであること
を示します。

phone

N

通話者の元の電話番号または SIP ユーザ名。

domain

Y

電話番号の元のドメイン名または SIP ユーザ名。

cic

Y

電話番号の Carrier Identification Code または SIP ユーザ名。こ
の属性は、終端エンドポイントだけで使用されます。

editphone

Y

通話者の編集後の電話番号または SIP ユーザ名。

editcic

Y

電話番号の編集後の Carrier Identification Code または SIP ユー
ザ名。この属性は、終端エンドポイントだけで使用されます。

sig_address

Y

ネクストホップ シグナリング エンティティのネットワーク アド
レス。シグナリング メッセージがこのネットワーク アドレスか
ら受信され、このネットワーク アドレスに送信されます。

sig_port

Y

ネクストホップ シグナリング エンティティのネットワーク ポー
ト。シグナリング メッセージがこのネットワーク ポートから受
信され、このネットワーク ポートに送信されます。

adjacency 要素
表 C-6 に、adjacency 要素の属性を示します。
表 C-6

adjacency 要素の属性

属性

オプション

説明

type

N

使用される値は次のとおりです。

• Orig：この隣接がコールの発信元の隣接であることを示し
ます。

• Term：この隣接がコールの発信隣接であることを示しま
す。

name

N

SBC の管理者が設定した隣接の名前。

account

N

SBC の管理者が設定した、コールの発信元ブランチまたは終端
ブランチが属するアカウント名。

vpn

Y

隣接に関連付けられた VPN ID（存在する場合）。

mediarealm

Y

隣接に関連付けられた IP レルム（存在する場合）。
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connect 要素
表 C-7 に、connect 要素の属性を示します。
表 C-7

connect 要素の属性

属性

オプション

説明

time

N

コールが接続された時刻（つまりメディア ゲートがオープンさ
れた時刻）。

firstendrequest 要素
表 C-8 に、firstendrequest 要素の属性を示します。
表 C-8

firstendrequest 要素の属性

属性

オプション

説明

time

N

最初の BYE 要求を受信した時刻。

disconnect 要素
表 C-9 に、disconnect 要素の属性を示します。
表 C-9

disconnect 要素の属性

属性

オプション

説明

time

N

コールが切断された時刻（つまり、最終 BYE 応答の受信時刻）。

reason

N

切断の理由。コール終了のさまざまな理由の詳細については、
表 C-17 を参照してください。

release 要素
表 C-10 に、release 要素の属性を示します。
表 C-10

release 要素の属性

属性

オプション

説明

reason

N

コールに接続しなかった理由。コール終了のさまざまな理由の
詳細については、表 C-17 を参照してください。
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im_stats 要素
表 C-11 に、im_stats 要素の属性を示します。
表 C-11

im_stats 要素の属性

属性

オプション

説明

incomplete

Y

msgs_from_orig および msgs_from_term 統計属性が、コール
全体に適用できるかどうかを示します。この要素は、値が
false の場合は省略されます。

msgs_from_orig

N

発信者から送信された IM メッセージの数。

msgs_from_term

N

着信側から送信された IM メッセージの数。

QoS 要素
表 C-12 に、Quality of Service（QoS）要素の属性を示します。
表 C-12

QoS 要素の属性

属性

オプション

説明

reservetime

Y

QoS が予約された時刻。

committime

Y

QoS が認定された時刻。この情報は、QoS が認定された場合は
必須です。

releasetime

N

QoS が解放された時刻。このフィールド値は RP のスイッチ
オーバーなど、フェールオーバー後のシナリオで誤っている可
能性があります。

gate 要素
gate 要素に属性は含まれません。
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flowinfo 要素
表 C-13 に、flowinfo 要素の属性を示します。
表 C-13

flowinfo 要素の属性

属性

オプション

説明

transport_type

Y

この属性には次の値が設定されます。

• RTP：メディア ストリームが Real-time Transport Protocol
（SRTP）を使用していることを示します。RTP は、
transport_type 属性が flowinfo 要素に存在しない場合に使
用されるデフォルト値です。

• SRTP：メディア ストリームが Secure Real-Time Transport
Protocol（SRTP）を使用していることを示します。
• UDPTL：メディア ストリームが User Datagram Protocol
Transport Layer（UDPTL）上で T.38 を伝送していること
を示します。

local 要素と remote 要素
表 C-14 に、local 要素と remote 要素の属性を示します。
表 C-14

local 要素と remote 要素の属性

属性

オプション

説明

address

N

パケットを送受信する IP アドレス。

port

N

パケットが送受信されるポート番号。

transrated

Y

この要素に送信されるメディア パケットがトランスレーティン
グされるかどうかを示します。
この属性がない場合、トランスレーティングはプロビジョニン
グされていません。SBC の現在の実装では、トランスレーティ
ングが常にできるだけ遅れて行われるので、この属性は、
remote 要素のみに現れます。

sd 要素
表 C-15 に、sd 要素の属性を示します。
表 C-15

sd 要素の属性

属性

オプション

説明

direction

Y

この属性には次の値が設定されます。

• Inbound：要素がインバウンド SDP 情報を提供することを
示します。

• Outbound：要素がアウトバウンド SDP 情報を提供するこ
とを示します。
この属性が含まれない場合、ネゴシエートされた SDP が対称で
あることを示します。
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RTCPStats 要素
RTCPStats 要素に属性は含まれません。

admin_domains 要素
admin_domains 要素に属性は含まれません。

ad 要素
表 C-16 に、ad 要素の属性を示します。
表 C-16

ad 要素の属性

属性

オプション

説明

Name

N

エンド ポイントに関連付けられた管理ドメイン名。

サンプル XML 課金ファイル
次に、XML 課金ファイルの例を示します。
<?xml version="1.0"?><recordfile sbc-sig="20.24.34.1"><call starttime="1277766440306"
endtime="1277766552984" duration="112678" release_side="orig"
bcid="4C292B282020202038303339302B30383030303000000004"><party type="orig" phone="2013"
domain="10.0.50.135" sig_address="10.0.50.135" sig_port="58790"/><party type="term"
phone="13208011" editphone="8011" sig_address="10.0.50.132" sig_port="5060"/><adjacency
type="orig" name="CCM-135" account="" mediarealm = "sgn1"/><adjacency type="term"
name="CCM-132" account="" mediarealm = "sgn1"/><connect
time="1277766442516"/><firstendrequest time="1277766552976"/><disconnect
time="1277766552984" reason="0"/><QoS stream_id="1" instance="0"
reservetime="1277766440306" committime="1277766442516"
releasetime="1277766552987"><gate><flowinfo><local address="20.21.4.3"
port="16388"/><remote address="10.0.50.135" port="26880"/><sd>m=audio 0 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
</sd><RTCPstats>PS=5524, OS=1104800, PR=5523, OR=1104600, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0,
PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0,
PC/RLA=0</RTCPstats></flowinfo><flowinfo><local address="20.21.4.3" port="16390"/><remote
address="10.0.50.132" port="24580"/><sd>m=audio 0 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
</sd><RTCPstats>PS=5523, OS=1104600, PR=5524, OR=1104800, PD=0, OD=0, PL=0, JI=0, LA=0,
PC/RPS=0, PC/ROS=0, PC/RPR=0, PC/RPL=0, PC/RJI=0,
PC/RLA=0</RTCPstats></flowinfo></gate></QoS></call></recordfile>

終了コード
次の表に、XML 課金レコードのコール終了原因を示すコードを示します。
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終了コード

表 C-17

値

XML 課金レコードの終了コード

説明

00

通常のコール終了（エラーなし）。

01

ストレージ リソース不足がローカル デバイスで発生しました。

02

ストレージ リソース不足がローカル デバイスによって制御されるリモート デバイスで発
生しました。

03

メディア リソース不足が発生しました。

04

メディア障害が、下位のハードウェア障害または管理操作が原因で発生しました。

05

連続性試験が失敗しました。

06

要求されたメディア リソースがブロックされているか休止されました。

07

メディアが別のコールで使用中です。

08

メディアは設定されていません。

09

設定上の不一致によりエラーが発生しました。

10

メディアは使用できません。

11

メディアが輻輳しています。

12

内部エラーが発生しました。

13

終端が使用できません。

14

障害、リソース、または帯域幅不足以外のエラーがメディア レイヤで発生しました。

15

終端のリセット要求が失敗しました。

16

インターワーキング エラーが発生しました。

17

セキュリティ エラーが発生しました。

18

これは有効なアドレスではありません。

19

これは有効な中継ネットワークではありません。

20

指定された宛先アドレスへの使用可能なルートがありません。

21

指定された中継ネットワークへの使用可能なルートがありません。

22

この番号は、最近変更されたため使用できません。

23

これは割り当てられていない番号です。

24

輻輳によって、宛先アドレスへのルートがありません。

25

輻輳によって、中継ネットワークへのルートがありません。

26

LNP コールは宛先番号を担当していない交換に誤ってルーティングされました。

27

内部輻輳が発生しました。

28

コールに必要なメディア機能がサポートされていません。

29

ルーティング最大再試行回数を超えました。

30

リソースは、SBC で使用できません。

31

宛先リソースは、要求と互換性がありません。

32

これは無効なメッセージです。

33

これは、認識されないシグナリング メッセージ タイプです。

34

タイマーの期限切れのリカバリ。

35

認識されないか実装されていないシグナリング パラメータが渡されました。

36

認識されないか実装されていないシグナリング パラメータが破棄されました。
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表 C-17

値

XML 課金レコードの終了コード （続き）

説明

37

シグナリング プロトコル エラーが発生しました。

38

これは一時的な障害です。

39

応答がありません。

40

宛先が異常です。

43

不正な要求です。

44

ネットワークの輻輳。

45

要求が詳細不明の理由ではサポートされません。

46

指定されたリソースが搭載されていません。

47

コール サービスへのコール。

48

未指定またはその他のエラーが発生しました。

49

コール エージェントが要求する名前付き数字マップはメディア ゲートウェイに認識され
ません。

50

メディア帯域幅が不十分です。

51

ルーティングは、数字がダイヤルされなかったために失敗しました。

52

加入者が制限されている番号をダイヤルしようとしました。

53

加入者への QoR コールは、加入者が見つからなかったため失敗しました。

55

呼び出された加入者は、コールを拒否しました。

56

加入者の終端を検出できなかったため、コールを加入者にルーティングできませんでし
た。

57

メディアを加入者に割り当てることはできますが、呼び出された加入者はビジー状態で
す。

64

コール エージェントのフェールオーバーに続いて正常に内部監査を行ったブランチは、
コール エージェントのフェールオーバー中にコールが失敗したことを示しませんでした。

65

加入者は非常に短い間隔だけ登録しようとしました。

66

この要求はプロキシによって許可されていません。

67

コールのアーリー メディアは、アクセス コントロールによって設定された、コールが接
続されるまで時間制限を超えました。

68

コールの各側で同じタイプのメッセージを同時に送信する、グレア シナリオが検出され
ました。

69

エンドポイントは、不正な場所でに再ネゴシエーションを試みました。

70

エンドポイントは解析できないメディア パラメータを送信しました。

71

メッセージまたはそのサブコンポーネントの 1 つが大きすぎて処理できませんでした。

72

エンドポイントは、要求をリダイレクトする必要があることを示しました。

73

（CAC 固有）コール セットアップ レートが最大限度を超えました。

74

（CAC 固有）コール アップデートの数が最大限度を超えました。

75

（CAC 固有）コールの数が最大限度を超えました。

76

（CAC 固有）使用されているメディア チャネルの数が最大限度を超えました。

77

（CAC 固有）使用されている帯域幅が最大限度を超えました。

78

（CAC 固有）登録されているエンドポイントの数が最大限度を超えました。
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値

79

XML 課金レコードの終了コード （続き）

説明
（CAC 固有）エンドポイント登録レートが最大限度を超えました。

80

いずれかのメディア ストリームで許容可能なメディアの転送タイプがネゴシエートでき
なかったため、メディアを確立できませんでした。

81

メディアは、リダイレクトが原因でまだ確立されていません。システムは再試行していま
す。

82

指定された検索キーの加入者レコードはありません。

83

（CAC 固有）インコール メッセージのレートが最大限度を超えました。

84

（CAC 固有）アウトオブコール要求のレートが最大限度を超えました。

85
86

検索キーが一致する委任加入者がサブスクライバ データベース（SUBDB）に存在するた
め、エンドポイントからの登録要求が拒否されました。
（CAC 固有）コールのメディア転送設定原因で失敗しました。

87

アドレスへのルートが使用できないために、ルーティングが失敗しました。

88

コールに使用できる受け入れ可能なコーデックはありません。

89

要求されたメディア チャネル数が、SBC がサポートする最大数を超えています。

90

コールを転送しようとしましたが失敗しました。これは、サード パーティへの転送が失
敗した後、コールの理由が解放されるときに使用されます。

91

E.164 番号マッピング（ENUM）処理でエラーが発生しました。

92

SBC は、解析不能な SDP パラメータを含むメッセージを受信しました。

93

加入者シグナリング ベアラー チャネルは使用できません。

94

加入者メディア ベアラー チャネルが通話中に失敗しました。

95

加入者メディア ベアラー チャネルは、コール セットアップまたは再ネゴシエーション中
に拒否されました。

96

コールのプライバシーの要件が満足できませんでした。

97

コールの RTP を拒否するポリシーによりコールが失敗したことを示す CAC 固有のエラー
コード。
注 : このエラー コードは ICC 内部のみで使用され、シグナリング スタックには通知でき
ません。

98

コールの SRTP を拒否するポリシーによりコールが失敗したことを示す CAC 固有のエ
ラー コード。
注 : このエラー コードは ICC 内部のみで使用され、シグナリング スタックには通知でき
ません。

99

コールの RTP または SRTP IW を拒否するポリシーが原因で失敗しました。

100

コールの SRTP をサポートできるメディア ゲートウェイ（MG）が見つからないため、
コールが失敗しました。

101

SRTP 処理でその他のエラーが発生しました。

102

メディア パケット転送（MPF）で重大なエラーが検出されたため、コールが解放されま
した。
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XML 文書型定義
ここでは、XML 課金方式で生成される XML 課金レコードの完全な XML 文書型定義（DTD）を示し
ます。
<!DOCTYPE recordfile [
<!ELEMENT recordfile (call | longcall | partialcall | audit)*>
<!ATTLIST recordfile sbc CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT call (subscriber, billingdeactivation, party, party, adjacency, adjacency,
connect?, disconnect?, QoS*)>
<!ATTLIST call starttime
CDATA #REQUIRED
endtime
CDATA #REQUIRED
duration
CDATA #REQUIRED
release_side CDATA #IMPLIED
bcid
CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT subscriber EMPTY>
<!ATTLIST subscriber public_id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT billingdeactivation EMPTY>
<!ATTLIST billingdeactivation time CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT party (admin_domains?)>
<!ATTLIST party type
CDATA #REQUIRED
phone
CDATA #REQUIRED
domain
CDATA #IMPLIED
cic
CDATA #IMPLIED
editphone
CDATA #IMPLIED
editcic
CDATA #IMPLIED
sig_address
CDATA #IMPLIED
sig_port
CDATA #IMPLIED
trunk_group
CDATA #IMPLIED
trunk_context CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT admin_domains (ad*)>
<!ELEMENT ad EMPTY>
<!ATTLIST adname
CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT adjacency EMPTY>
<!ATTLIST adjacency type
CDATA #REQUIRED
name
CDATA #REQUIRED
account CDATA #REQUIRED
vpn
CDATA #IMPLIED
mediarealm CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT connect EMPTY>
<!ATTLIST connect time CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT firstendrequest EMPTY>
<!ATTLIST firstendrequest time CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT disconnect EMPTY>
<!ATTLIST disconnect time
CDATA #REQUIRED
reason CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST release reason CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT im_stats EMPTY>
<!ATTLIST im_stats incomplete CDATA #IMPLIED
msgs_from_orig CDATA #REQUIRED
msgs_from_orig CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT QoS (gate, gate*)>
<!ATTLIST QoS reservetime CDATA #IMPLIED
committime CDATA #IMPLIED
releasetime CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT gate (flowinfo, flowinfo)>
<!ELEMENT flowinfo (local, remote, sd, RTCPStats)>
<!ATTLIST flowinfo transport_type CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT local EMPTY>
<!ATTLIST local address
CDATA
#REQUIRED
port
CDATA
#REQUIRED
transrated (true|false) "false">
<!ELEMENT remote EMPTY>
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<!ATTLIST remote address
CDATA
#REQUIRED
port
CDATA
#REQUIRED
transrated (true|false) "false">
<!ELEMENT sd (#PCDATA)>
<!ATTLIST sd direction CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT RTCPblock (#PCDATA)>
<!ELEMENT longcall (party, party)>
<!ATTLIST longcall starttime CDATA #REQUIRED
duration CDATA #REQUIRED
bcid
CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT partialcall (QoS)>
<!ATTLIST partialcall bcid CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT audit (log*)>
<!ELEMENT log (name, value)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
]>

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル

C-12

OL-19820-10-J

GLOSSARY

#
1:1 冗長性

混乱を引き起こすことなく作業を引き継げるバックアップが、1 つのハードウェアにつき 1 つ存在す
ることを保証することにより、冗長性を提供するメカニズム。

1:n 冗長性

単一障害が発生した場合に、混乱を引き起こすことなく作業を引き継げるバックアップが、同一の
ハードウェア n 個につき 1 つ存在することを保証することにより、冗長性を提供するメカニズム。

A
AAA アドレス

Authentication, Authorization, Accounting（認証、許可、アカウンティング）アドレス。これは、課
金サーバ、または認証サーバへの連絡に使用される IP アドレスです。AAA は、アップストリーム
に要求をフォワーディングする前に、ユーザ / エンドポイント認証を実行します。
• DBE を制御する Call Admission Control （CAC; コール アドミッション制御）
• Quality of Service（QoS）
• Network Address Port Translation（NAPT）バインディング
• ファイアウォール ピンホール
• 課金のための Call Detail Record（CDR; 呼詳細レコード）生成

account

アカウントは、SBE 上のリモート組織とのサービス関係を表します。1 つのアカウントには隣接が 1
つ割り当てられます。これは、カスタマー固有のコール アドミッション制御とルーティング ポリ
シー設定の定義に使用されます。

ALG

Application Layer Gateway（アプリケーション層ゲートウェイ）。2 つのネットワーク間のトラ
フィックにより使用されるブリッジです。ALG はトラフィックを生成するアプリケーションを認識
し、このアプリケーションのレベルで動作します。

B
B2BUA

Back-to-Back User Agent。これはソフトウェアの一種で、2 つのコール レッグに対するシグナリン
グ フローを 1 つにリンクします。この結果、これらのレッグの間にブリッジが提供され、それぞれ
のレッグはローカルに終端されます。

C
CAC

Call Admission Control（コール アドミッション制御）。イベントを受容するか拒否するかを判断す
るために、コール イベントのセットアップ フェーズでネットワークによって取られる一連のアク
ションです。
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CALEA

Communications Assistance for Law Enforcement Act（米国盗聴法）。1994 年に制定された CALEA
は、米国内のテレコミュニケーション キャリアに対して、電子機器を用いた情報収集に適合できる
ように機器、設備、およびサービスを修正することを義務付けています。

CDR

Call Detail Record（呼詳細レコード）。電話での通話に関する課金レコード。

CE

「PE」を参照。

COPS-PR

Common Open Policy Service。これは IETF 標準で、ネットワークのスイッチとハブに Quality of
Service の維持を支援するポリシー ルールを提供します。

CORBA

Common Object Request Broker Architecture。CORBA は、ネットワークで分散プログラム オブ
ジェクトを作成、配布、および管理するためのアーキテクチャおよび仕様です。

D
DBE

Data Border Element。メディア プロキシとも呼ばれます。SBC のメディア処理部分（RTP、RTCP
など）のことです。サービス カード 1 つにつき、DBE は 1 つだけです。ただし、DBE を複数の
Virtual DBE（VDBE; 仮想 DBE）にパーティションすることができます。DBE は次のサービスをサ
ポートしています。

• 帯域幅割り当て、コール アドミッション制御（CAC）、および Service Level Agreement（SLA;
サービス レベル契約）のモニタリング

• ポリシング、（DSCP の）マーキング、およびレート制限
• RSVP プロキシ
• ファイアウォール（メディア ピンホール）
• セキュリティ機能
• NAPT 通過
• トポロジの隠蔽
• VPN 対応（VPN 相互接続）
• 品質モニタリングおよび統計収集
Denial of Service

SBE をサービス拒絶（DoS）攻撃から保護すること。

（DoS）保護

DiffServ

Differentiated services（ディファレンシエーテッド サービス）。IP トラフィックを異なる優先順位で
マーキングするメカニズム。

DMZ

Demilitarized Zone（非武装地帯）。これは、企業 LAN のような信頼されたプライベート ネット
ワークと、インターネットのような信頼されていないパブリック ネットワークの間に存在する小さ
なサブネットワークです。

DoS

Denial of Service。なんらかの方法で 1 個のハードウェアに過剰な負荷をかけようとする悪意のある
企て。

DSP サービス制御

コーデック ネゴシエーション プロシージャに参加し、Digital Signal Processor（DSP; デジタル シグ
ナル プロセッサ）サービスを制御するために、ネゴシエーションされたコーデックにポリシーを強
制します。
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H
H.248

H.248（別名 Megaco）は VoIP シグナリング プロトコルで、通常、データ処理能力のないデバイス
とその能力を持つコントローラの間で使用されます。機能的には MGCP に似ています（構文は似て
いません）。分散 SBC システム内で SBC と DBE との通信に使用されます。

H.323

VoIP に対するシグナリングに使用されるプロトコル。

HSD

Hot Software Downgrade。

I
IAD

Integrated Access Device。IAD は 1 つの箱に入った DSL 音声およびデータ ソリューション機器で、
通常、お客様のサイトに取り付けられます。

ID およびアドレス隠 シグナリング ヘッダー内の ID および IP アドレス情報を追加、削除、または修正することにより、
蔽のためのメッセー エンドユーザの識別情報や IP アドレスを隠蔽します。
ジ スクラビング

L
LSP

Label Switched Path（ラベル スイッチド パス）。MPLS 内の 1 つのトラフィック フローの名前。

M
megaco

「H.248」を参照。

MGCP

Media Gateway Control Protocol（メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル）。通常、低機能
のデバイスと高機能のコントローラの間で使用される VoIP シグナリング プロトコルです。機能的に
は H.248/Megaco に似ています（構文は似ていません）。RFC 2705 で定義されています。

MPLS

Multiprotocol Label Switching（マルチプロトコル ラベル スイッチング）。ネットワーク トラフィッ
ク フロー シェーピングと管理に使用されるプロトコル。

N
NAT

Network Address Translator（ネットワーク アドレス変換）。IP アドレスをプライベート アドレスか
らパブリック アドレスにリアルタイムに変換するプログラムまたはハードウェアです。複数のユー
ザで 1 つのパブリック IP アドレスを共有できます。

NAT 通過

エンドポイントが NAT デバイスの背後にあり、NAT トラバーサルを提供していることを検出しま
す。

NNI

Network to Network Interface（ネットワーク間インターフェイス）。2 つのキャリアの間の境界。
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P
PE

Provider Edge（プロバイダー エッジ）。これはサービス プロバイダーのネットワークのエッジに位
置する機器で、カスタマー エッジ（CE）機器とよく対比されるものです。

POTS

Plain Old Telephone Service（一般電話サービス）。これは大半の家庭で使用されている標準的な電
話サービスです。「PSTN」とも呼ばれます。

PSTN

Public Switched Telephone Network（公衆電話回線網）。相互に接続された音声指向の公衆電話網の
世界的な集まりです。

R
RADIUS

Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス）。SIG に
より、コール課金サービスや認証サービスへの接続に使用されるプロトコル。

RSIP

Realm-Specific Internet Protocol。NAT に代わる IP アドレス変換技術。RSIP により、企業は 1 つの
パブリック インターネット アドレスの背後にある多数のプライベート インターネット アドレスを保
護することができます。

RTCP

Real-Time Control Protocol。RTP トラフィックのパフォーマンスに関する情報を搬送するプロトコ
ル。

RTP

Real-Time Protocol。VoIP メディア データを搬送するための主要なプロトコル。これは RFC 3550
で定義されています。

S
SBE

Signaling Border Element 。シグナリング プロキシとも呼ばれます。SIP または H.323 プロトコルを
通じて、すべてのコール処理を行う SBC のシグナリング エージェントを表します。サービス カード
1 つにつき、シグナリング エージェントは 1 つだけです。通常、SBE は 1 つまたは複数のメディア
ゲートウェイを制御します。SBE は次のサービスをサポートしています。
• コール アドミッション制御（CAC）
• シグナリング スクラビング
• セキュリティ機能
• ルーティング
• 登録および認証
• ID 隠蔽
• トポロジの隠蔽
• プロトコル変換
• メディア ゲートウェイまたはメディア サーバと通信することによるトランスコーディングの促
進

SDP

Session Description Protocol（セッション記述プロトコル）。コーデック、IP アドレスおよびポート、
ビット レート、およびその他の情報を含む主要なメディア ストリーム機能を表す構文。これは RFC
2327 で定義されています。
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Session Control
Interface（SCI）
SIP

SCI は、分散モードの動作で、各種 DBE エンティティを制御します。
Session Initiation Protocol（セッション開始プロトコル）。VoIP に対するシグナリングに使用される
プロトコル。

SLA

サービス レベル契約。サービス プロバイダーとカスタマーの間の契約で、提供されるサービスのレ
ベルを明確にしたもの。

SNMP

Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）。ハブ、ルータ、
ブリッジなどのアクティブなネットワーク コンポーネントをリモートで管理するための方法を定義
したインターネット標準。

SOAP

Simple Object Access Protocol。ある Web サーバが、物理的に別の Web サーバ上のプロシージャを
コールし、コンピュータが解読できる結果を標準 XML 形式で取得する方法。

SP

Service Provider（サービス プロバイダー）。

SVI

Service Virtual Interface。

T
TCP

伝送制御プロトコル（TCP）。コネクション型トランスポート レベルのプロトコルで、通信プロトコ
ルの TCP/IP スイートで使用されるもの。

TLS

Transport Layer Security（トランスポート層セキュリティ）。インターネット経由の通信リンクで
データ整合性とプライバシーを提供するプロトコル。これにより、クライアント / サーバ アプリ
ケーションが通信できるようになります。また、これは傍受、メッセージの偽造、干渉を防止する
ように設計されています。

U
UDP

User Datagram Protocol（ユーザ データグラム プロトコル）。これは、インターネットで使用される
TCP/IP プロトコル スイートのトランスポート層プロトコルの 1 つです。UDP は、データ転送の両
端で使用されます。TCP のように接続を確立したり、信頼性の高いデータ転送を提供したりするこ
とはありません。

UNI

User-to-Network Interface（ユーザ ネットワーク インターフェイス）。サービス プロバイダーとカス
タマーの間の境界。

V
VDBE

DBE 内のリソース パーティションを表します。VDBE はメディア ゲートウェイの一種です。個々
の VDBE は、H.248（Megaco）プロトコルを使用して、独立した SBE により制御できます。

VoIP

Voice over IP。

VoIP イベント

新規コール、コール アップデート、加入者登録など、VoIP ネットワークで発生する重要なイベン
ト。
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VoIP シグナリング

VoIP シグナリング ネットワーク内のピア デバイス。

ピア

VPN

Virtual Private Network（バーチャル プライベート ネットワーク）。

VRF

Virtual Routing and Forwarding Instance（仮想ルーティング / 転送インスタンス）。

あ
アドミッション コン
トロール ポリシー

SBE に関する一連のルールで、システムおよびコール レベルの制約事項を定義します。

う
運用管理および保守
（OAM）

Operation, Administration, and Maintenance（オペレーション、アドミニストレーション、メンテナ
ンス）。

こ
Intercept-Related Information（IRI; 代行受信関連情報）およびコール コンテンツの代行受信（メ

合法的傍受

ディア ストリームのレプリケーション）を提供します。

Compressor/decompressor（codec）。データ（通常は音声またはビデオ）を圧縮および解凍するため

コーデック

の技術はすべて、コーデックと呼ばれます。
コール ポリシー

SBC が新しいコール イベントに対してどのように対応するかを設定するために使用される、相互に
関連した一連のルール。これには番号分析、ルーティング、および CAC が含まれます。

し
シグナリング アドレ
ス

SBE で VoIP シグナリング（つまり、SIP、H.323）を終端するための IP アドレス。特定の VPN 固
有のプライベート アドレスを SBE に割り当てる必要がある場合に、VPN ID（VRF 名）によりシグ
ナリング アドレスが適切と認められることがあります。

シグナリング プロト
コル変換とインター
ワーキング

SIP と H.323 など、異なるシグナリング プロトコルの間でプロトコル変換を行います。

せ
制御アドレス

SBE と SBE の間の H.248 制御トラフィックを終端させるために使用する SBE または DBE の IP ア
ドレス。AAA 制御トラフィックでも使用されます。
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と
トポロジおよびイン
フラストラクチャの
隠蔽

シグナリング ヘッダーからルーティング情報を削除、またはこのヘッダーの From/Contact 情報を修
正することにより、組織のトポロジおよびインフラストラクチャを隠蔽します。

トランスコーダ

異なるコーデックの間で変換を行うためのテクノロジー。

は
番号分析

送信先番号が有効であるかどうかを判断し、必要に応じて、コールにカテゴリを割り当てたり、送
信先番号を編集したりするための一連のルール。

ふ
ファイアウォール

不正アクセス、特にインターネットを経由したアクセスからコンピュータ ネットワークを保護する
ために設計されたシステム。

SBE は、複数のアップストリーム サーバまたはダウンストリーム サーバにメッセージを送信すると
負荷関連サービス
（共有およびバランシ きに、ロード バランシングを実行することもあります。
ング）

め
メディア アドレス

メディア リレー機能のための DBE 上の IP アドレス プール。DBE が接続されている VPN ごとに、
異なるアドレス プールが定義されます。DBE 内の vDBE はすべて、これらのプールからメディア
アドレスを引用します。

メディア トランス
コーディング デバイ
ス

メディア ゲートウェイの一種で、リアルタイムにメディア コーデック タイプを変換できるデバイ
ス。SBE では、1 つのコールのデータ パスに vDBE とメディア トランスコーディング デバイスの組
み合わせが含まれることがあります。

メディア バイパス

SBC 機能の 1 つで、メディアが DBE をバイパスし、同一のカスタマー ネットワーク、または VPN
にある 2 つのエンドポイント間を直接フローできるようにします。

る
ルーティング ポリ
シー

SBE に関連する一連のルールで、シグナリング要求の送信先となるネクスト ホップ VoIP シグナリ
ング エンティティを判断します。これは、指定された送信先番号が有効かどうかを判断し、有効で
ある場合はアウトバウンド シグナリングの送信先を明確にします。

ろ
ロケーション ID

ネットワーク内の DBE の場所を表します。
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sbe コマンド 70, 72, 76, 78, 81, 89, 93, 95, 99, 280,
457, 499, 501, 502, 504, 506, 516, 518, 524, 526, 528,
531, 831, 836, 992, 998

P-CSCF サポート
継承プロファイル

他のネットワーク エレメントとの関係

727

1047

417

signaling-address ipv4 コマンド
73, 74, 281

22, 24, 25, 52, 71, 72,

signaling-peer [gk] コマンド

24, 25, 52, 71, 73, 74, 281

signaling-peer-port コマンド
74, 281

22, 24, 25, 52, 71, 72, 73,

signaling-peer コマンド

22, 72

signaling-port コマンド
281

22, 24, 25, 52, 71, 72, 73, 74,

SIP

R

IBCF 処理のサポート
RADIUS
課金

SDP 属性パススルー
725

複数のサーバ、課金

record-route パススルー

Tel URI のサポート

1057
417
603

727

準拠性および相互運用性の表

1009

タイマー

B-1, C-1

607

Cisco Unified Border Element（SP Edition）コンフィギュレーション ガイド：統合モデル
OL-19820-09-J

IN-3

Index

認証、dialog-creating INVITE

SIP 発信認証

983

認証、out-of-dialog REGISTER と

SUBSCRIBE

SIP 100rel

SIP プロファイル

983

951

SIP-H.323 インターワーキング
基本的なコール保留

SIP INVITE
SIP-I サポート

83

検証

92

597

SLA

70
76

88

65

109

SNMP

933

SNMP、実装

933

SRTP トランスポート、CAC エントリ変数
SRTP パススルー
86
603

SSO

SIP アウトバウンド フラッド保護

80

SIP インスタント メッセージング

1009

SIP およびリソース管理

SIP コールと H.323 ファスト スタート コール間
アーリー メディアのサポート

713

838

TCS コーデックのサポート

376

TLS

714

相互認証

957

SIP 再ネゴシエーション

337

table-type コマンド

969

SIP コール保留

808

T

1015

453

SIP コール転送

791

822

例

509

796

794

情報

設定手順

SIP Tel URI のサポート

SIP 高速登録

82

SIP 隣接、プロパティ

91

SIP URI

65

設定例

77

64

相互 TLS 認証
例

495

設定

417

88

設定手順

メソッド プロファイル
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