
 

Q&A
Cisco Survivable Remote Site Telephony （SRST）
一般的な質問

Q. Cisco Survivable Remote Site Telephony （SRST） とは何ですか。

A. 中央集中型の Cisco CallManager 環境では、 WAN がダウンした場合や Cisco CallManager に接続できない場合など、 リモー

ト  ブランチ オフ ィ スの IP フォンが Cisco IOS CallManager への接続を失う と、 これらの IP フォンは呼処理機能を失います。

SRST 機能は、Cisco CallManager へのキープアライブが失われた場合に基本的な IP テレフォニー バッ クアップ サービスを提供

し、 IP フォンがローカル ブランチ オフ ィ スのルータに接続できるよ うにします。 SRST 機能は既存の IOS 機能を利用して、 緊

急電話へのオフネッ ト  コール、 ブランチ オフ ィ ス内のコール、 PSTN 経由のブランチ オフ ィ ス間コールといった基本的なテレ

フォニー サービスを提供します。 また、 データのダイヤル バッ クアップも可能です。 このアプ リ ケーシ ョ ンは、 ブランチ オ
フ ィ スに IP テレフォニーをコス ト効率よ く展開したいと考えている企業に 適です。

Q. SRST の 新バージ ョ ンは何ですか。サポート されている  IOS イ メージと  SRST バージ ョ ンは何ですか。また、 新の SRST
リ リースは何ですか。

A. 新バージ ョ ンは、Cisco IOS リ リース  12.3(11)XL で稼働する  SRST 3.2.1 です。 SRST のバージ ョ ンとそれを使用するため

の IOS イ メージのリ ス ト を以下に示します。

表 1 SRST のバージョ ンおよびイメージ ファイル

Q. SRST ファ イル、 SRST/IOS バージ ョ ン、 およびサポート されている機能はどこで入手できますか。

A. SRST ファ イルと  SRST 機能のリ ス トは、 次のシスコのサポート  URL からダウンロードできます。

SRST ファ イルのダウンロード ：

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/ip-key

SRST 3.2 （英語） ：

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps2169/products_feature_guide09186a008018912f.html

SRST 3.2.1 （英語） ：

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123limit/123x/123xl11/321srst.htm

SRST ファイル Cisco IOS リ リース 

SRST 3.2.1 srst-3.0.zip 12.3(11)XL

SRST 3.2 srst-3.0.zip 12.3(11)T2

SRST 3.1 srst-3.0.zip 12.3(8)T5

SRST 3.0 srst-3.0.zip 12.3(4)T9、 12.3(15)ZJ

SRST 2.1 srst-2.1.zip 12.2(11)YT、 YT2

12.2(15)T1、 IDS/FW/IPSec 使用

SRST 2.0 srst-2.0.zip 12.2(8)T5

12.2(11)T

12.2(13)T
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Q. Cisco SRST 3.2 と  3.2.1 では、 どのよ うな新機能がサポート されていますか。

A. SRST 3.2 でサポート されている新機能は次のとおりです。

• alias コマンドの強化

• cor コマンドの強化

• pickup コマンドの強化

• user-locale コマンドの強化

• Cisco 3700 でサポートする  Cisco IP Phone 台数の増加

• Music On Hold （MOH; 保留音） ラ イブ フ ィードのサポート

• コール プリザベーシ ョ ンのタイムアウ ト なし

• RFC 2833 DTMF リ レーのサポート

• 変換プロファイルのサポート

SRST 3.2.1 でサポート されている新機能は次のとおりです。

• Cisco IP Phone 7970G のサポート

• show ephone コマンドの強化 （7970 キーワード）

Q. SRST では、 そのほかにどのよ うな機能がサポート されていますか。

A. 次に、 SRST 1.0 の SRST 機能のリ ス ト を示します。

• 呼処理用のブランチ ルータにおける障害時の IP フォンの再ホーミ ング

• 障害時におけるローカルでの内線間コールの保持

• 障害時における内線と  PSTN 間のコールの保持

• 復旧時における既存のコールの保持

• IP フォンと  POT 電話機のサポート

• 電話機あたり 大 6 回線

• 電話機のプライマ リ回線

• DID および DOD コール

• 発信者 ID と  ANI のサポート

• 発信者名

• 短縮番号および 後にかけた番号へのリダイヤル

• 変換ルールのサポート

• 固有の呼び出し音

• コールの保留と応答

• PSTN-T1 および E1 の CAS ト ランクのサポート （Cisco 175x ではサポート されません）

• EuroISDN の BRI サポート

• NET5 スイ ッチ タイプの PRI サポート （PRI は Cisco 175x ではサポート されません）

• アナログ FXO/FXS
• 呼詳細レコード と  RADIUS サーバ

• Cisco Gatekeeper とのインターワーキング

• WAN リ ンクのサポート ： FR、 ATM、 MLPPP、 シ リ アル

• Cisco IOS 3660 ルータでの 144 台の電話機のサポート
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 2 of 23



SRST 2.0 でサポート される追加機能 ：

• ハン ト ス ト ップのサポート

• 保留時の音楽およびトーン

• 制限ク ラス

• 固有の呼び出し音

• Cisco CallManager のフォールバッ ク時におけるボイス メールへのグローバル フォワーディング

• ローカル ゲート ウェイ （SRST ルータ） での TCL ベースの簡易 AA および IVR
• シスコのエンドポイン トで構成される  H.323 ネッ ト ワーク間の転送

• 未登録の電話機に指定された単一番号のエイ リアス  リ ス ト

SRST 3.0 でサポート される追加機能 ：

• 各国語のサポート ： ド イツ語、 フランス語、 イタ リ ア語、 およびスペイン語

• 無応答時または話中時のコールをパーソナル グ リーティング機能付きの Unity サーバへ転送

• Cisco 7914 のサポート

• Cisco 7935 のサポート

• CCM 3.3 リ リースでの VG248 のサポート

• 呼処理用のブランチ ルータにおける障害時の IP フォンの再ホーミ ング

• 障害時におけるローカルでの内線間コールの保持

• 障害時における内線と  PSTN 間のコールの保持

• 復旧時における既存のコールの保持

• IP フォンと  POT 電話機のサポート

• 電話機あたり 大 6 回線

• 電話機のプライマ リ回線

• DID および DOD コール

• 発信者 ID と  ANI のサポート

• 発信者名

• 短縮番号および 後にかけた番号へのリダイヤル

• 変換ルールのサポート

• 固有の呼び出し音

• コールの保留と応答

• PSTN-T1 および E1 の CAS ト ランクのサポート （Cisco 175x ではサポート されません）

• EuroISDN の BRI サポート

• NET5 スイ ッチ タイプの PRI サポート （PRI は Cisco 175x ではサポート されません）

• アナログ FXO/FXS
• 呼詳細レコード と  RADIUS サーバ

• Cisco Gatekeeper とのインターワーキング

• WAN リ ンクのサポート ： FR、 ATM、 MLPPP、 シ リ アル

• Cisco IOS 3660 ルータでの 144 台の電話機のサポート

Q. ルータ  プラ ッ ト フォーム、 電話機および仮想ポートの 大数、 SRST で推奨される メモ リ要件の情報は、 どこで入手でき

ますか。

A. 以下の表 2 に示す情報を参照してください。 また、次の URL に掲載されている  SRST 製品資料および仕様リ ス ト も参照し

てください。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps2169/products_feature_guide09186a008018912f.html
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表 2 サポート されるプラッ ト フォーム、 電話機/ディレク ト リの最大数、 およびメモリ要件

注 ：上記の推奨事項は、 この表に示した IP フォンと  Directory Number （DN; ディ レク ト リ番号） の 大数については Cisco IOS
リ リース  12.2(8)T でテス ト されましたが、 その後の Cisco IOS リ リースでは検証されていません。 Cisco IOS リ リース  12.2(8)T
以降のソフ ト ウェアを実行している  Cisco SRST 構成では、追加のメモ リが必要となる場合があ り ます。 メモ リの推奨事項と  IP
フォンの 大数は、 一般的な Cisco SRST 構成にのみ適用されます。 電話機の台数が多く複雑な構成のシステムの場合、 すべて

のプラ ッ ト フォームでは動作しないこ とがあ り ます。 また追加のメモ リやハイ  パフォーマンスなプラ ッ ト フォームが必要にな

るこ と もあ り ます。

SRST 2.0 SRST 2.1 SRST 3.0 SRST 3.1 SRST 3.2/3.2.1

プラッ ト フォーム 電話機/DN 電話機/DN 電話機/DN 電話機/DN 電話機/DN 推奨メモリ

（フラ ッシュ /DRAM）

IAD 2400 24/96 N/A N/A 24/120 24/120 16/64

1751 24/96 24/120 N/A N/A N/A 16/96

1751-V 24/96 24/120 24/120 24/120 24/120 32/128

1760、 1760-V 24/96 24/120 24/120 24/120 24/120 32/128

261x、 262x 24/96 N/A N/A N/A N/A 16/64

265x 24/96 24/96 24/96 N/A N/A 32/96

261xXM、 262xXM 24/96 24/120 24/120 36/144 36/144 48/128

2801 N/A N/A N/A N/A 24/120 64/128

2811 N/A N/A N/A N/A 36/144 64/256

2821 N/A N/A N/A N/A 48/192 64/256

265xXM 48/192 48/192 48/192 48/192 48/192 48/128

2691 72/216 72/288 72/288 72/288 72/288 64/256

3725 144/432 144/576 144/576 144/576 144/576 32/128

3745 240/720 240/960 240/960 240/960 480/960 32/128

3825 N/A N/A N/A N/A 336/960 64/256

3845 N/A N/A N/A N/A 720/960 64/256

7200 NPE 225 *

* Cisco 7200 は、 12.3(4)T でのみ SRST 2.1 をサポート します。

200/800 200/800 N/A N/A N/A 16/256

7200 NPE 300 * 240/960 240/960 N/A N/A N/A 16/256

7200 NPE 400 * 480/960 480/960 N/A N/A N/A 16/512

7200 NPE G1 * 480/960 480/960 N/A N/A N/A 64/512

Catalyst 
6500CMM **

** Cat 6500 CMM は、 12.3(8)XY で SRST 3.2 をサポート し、 12.2(13)ZC で SRST 2.1 をサポート します。

N/A N/A N/A 480/960 480/960 32/256
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Q. SRST の実行に必要な IOS フ ィーチャ  セッ トは何ですか。

A. SRST には、 Cisco 2600XM、 ISR 2800、 3700、 ISR 3800 シ リーズでは IP VOICE イ メージ、 Cisco 1751-V、 Cisco 1760 シ リー

ズでは IP/ADSL VOX PLUS イ メージが必要です。 また、 Cisco 2600XM、 3600、 3700 シ リーズで AIM-ATM-VOICE-30 を使用し

ている場合は、少なく と も  SP SERVICES イ メージが必要です。また、SRST フ ィーチャ  ライセンスを購入する必要もあ り ます。

Q. SRST を使用するには、 ライセンスを購入する必要があ り ますか。

A. はい。 実稼働ネッ ト ワークで SRST を実行するには、 個別のフ ィーチャ  ライセンスを購入する必要があ り ます。

SRST を導入する際は、 必要な IP フォンの台数に基づいて、 次のフ ィーチャ  ラ イセンス製品番号を発注する必要があ り ます。

SRST ラ イセンスは、 同数の電話機をサポートする  CME ライセンスに変更するこ と もでき、 投資を保護します。

表 3 発注用の製品番号

Q. ルータ と  SRST ライセンスを同時に発注する場合のディ スカウン トはあ り ますか。

A. はい。 Cisco SRST ルータ  バンドルを用意しています。

表 4 に SRST バンドルの概要を示します。 これには、 ISR 2800 と  ISR 3800 用に作られた新しいバンドルも含まれています。

表 4 SRST バンドル

プラッ ト フォーム サポート される電話機の数 製品番号 製品番号 （スペア）

Cisco IAD 2400、 1751-V、 1760、 1760-V、 ISR 2801 最大 24 台 FL-SRST-SMALL FL-SRST-SMALL=

Cisco 2600、 2600XM、 ISR 2811 最大 36 台 FL-SRST-36 FL-SRST-36=

Cisco 265x、 265xXM、 ISR 2821 最大 48 台 FL-SRST-MEDIUM FL-SRST-MEDIUM=

Cisco ISR 2851 最大 96 台 FL-SRST-96 FL-SRST-96=

Cisco 3725 ルータ 最大 144 台 FL-SRST-144 FL-SRST-144=

次のルータのいずれか 最大 168 台 FL-SRST-168 FL-SRST-168=

Cisco ISR 3825 最大 336 台 FL-SRST-336 FL-SRST-336=

Cisco 3745、 Catalyst 6500 CMM、 Cisco 7200 NPE400/G1 最大 480 台 FL-SRST-480 FL-SRST-480=

Cisco 7200 NPE400/G1 最大 480 台 FL-SRST-720 FL-SRST-720=

バンドル製品番号 内容

Cisco2651XM-V-SRST 48 台の IP フォンに対応した FL-SRST-MEDIUM、AIM-VOICE-30 × 1、32 MB のフラッシュ、96 MB の DRAM、

音声ゲートウェイ  サービスと機能に対応した Cisco IOS IP Plus

Cisco 1760-V-SRST 24 台の IP フォンに対応した FL-SRST-SMALL、 32 MB のフラッシュ、 64 MB の DRAM、 DSP モジュール× 1
（PVDM-256K-4）、 音声ゲートウェイ  サービスと機能に対応した Cisco IOS IP/VOX Plus

CISCO3845-V-SRST/K9 PVDM2-64 を装備した Cisco 3845 音声バンドル、 240 台の電話機に対応した SRST フ ィーチャ  ライセンス、

SP サービス

CISCO3825-V-SRST/K9 PVDM2-64 を装備した Cisco 3825 音声バンドル、 168 台の電話機に対応した SRST フ ィーチャ  ライセンス、

SP サービス

CISCO2851-V-SRST/K9 PVDM2-48 を装備した 2851 音声バンドル、 96 台の電話機に対応した SRST フ ィーチャ  ライセンス、SP サービス

CISCO2821-V-SRST/K9 PVDM2-32 を装備した 2821 音声バンドル、 48 台の電話機に対応した SRST フ ィーチャ  ライセンス、SP サービス

CISCO2811-V-SRST/K9 PVDM2-16 を装備した 2811 音声バンドル、 36 台の電話機に対応した SRST フ ィーチャ  ライセンス、SP サービス

CISCO2801-SRST/K9 24 人のユーザ対応の FL-SRST-SMALL を装備した 2801 音声バンドル、 SP サービス、 64F/256D
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Q. SRST でサポート されている  Cisco CallManager のバージ ョ ンは何ですか。

A. SRST のバージ ョ ンはすべて、 Cisco CallManager のすべてのバージ ョ ン （3.0、 3.1、 3.2、 3.3、 4.0、 4.1） で動作します。 実

際は、 サポートに影響するのは Cisco CallManager のバージ ョ ンではなく、 （Cisco CallManager のリ リースに関連する） フォン

ロードやファームウェアのバージ ョ ンです。

Q. SRST v3.2.1 でサポート またはテス ト されている  IP フォンおよびフォンロードは何ですか。

A. SRST は、 すべてのバージ ョ ンの Cisco CallManager フォンロードをサポート しています。 次の表に、 サポート されている

すべての Cisco IP Phone モデルを示します。

表 5 SRST 3.2.1/フォンロード  ファームウェア ファイルを介した Cisco IP Phone と  SRST ソフ トウェア バージョ ンの互換性

SRST 3.3 の機能

Secure SRST
Q. Cisco IOS ルータにおける  Secure SRST 機能のサポートについて教えてください。

A. Cisco ルータは現在、 セキュアな SRST モードをサポート しています。 このモードは、 WAN リ ンクや Cisco CallManager が
使用できなくなったと きにアクティブになり ます。

Secure SRST 機能は、 Cisco IOS advipservicesk9 および adventerprisek9 イ メージに追加されたソフ ト ウェア機能で、シグナリ ング

と メディア送信の両方に対応した認証および暗号化のサポートによ り、 SRST モードの IP フォンに安全な呼を提供します。 信

号の暗号化は、 呼の設定情報、 メディア暗号化キー、 DTMF トーン、 および PIN などについて TLS を使用して行われます。 メ

ディアの暗号化は、 SRTP を使用して音声会話を保護します。

セキュアな電話機は、 ポー ト  x+443 （デフォル ト は 2443） に接続されます。 x は、 call-manager-fallback モードの ip
source-address コマンドで設定された TCP ポートです。

IP フォンにセキュアなロ ッ ク  アイコンが表示されているこ とを確認すれば、 呼が安全かど うかがわかり ます。 WAN リ ンクま

たは Cisco CallManager が復元する と、 Cisco CallManager は安全な呼処理機能を再開します。

Q. Secure SRST は、 どの IOS イ メージと  CCM バージ ョ ンでサポート されていますか。

A. Secure SRST は、 Cisco IOS 12.3(14)T と  Cisco CallManager 4.1(2) でサポート されています。

電話機 SRST 2.0 SRST 2.1 SRST 3.0 SRST 3.1 SRST 3.2 SRST 3.2.1 SRST 3.2.1 用フォンロード

Cisco 7960/7940 ○ ○ ○ ○ ○ ○ P00303020214.bin

Cisco 7910 ○ ○ ○ ○ ○ ○ P00403020214.bin

Cisco 7935 NA ○ ○ ○ ○ ○ P00503010100.bin

Cisco 7936 NA NA NA ○ ○ ○ cmterm_7936.3-3-5-0.bin

Cisco 7914 NA ○ ○ ○ ○ ○ S00103020002.bin

VG248 ○ ○ ○ ○ ○ ○ VG248 1.2(1)

Cisco ATA NA NA ○ ○ ○ ○ ATA030100SCCP040211A.zup

Cisco 7905G NA NA ○ ○ ○ ○ CP7905040000SCCP040701A.sbin

Cisco 7902G NA NA ○ ○ ○ ○ CP7902040000SCCP040701A.sbin

Cisco 7912G NA NA ○ ○ ○ ○ CP7912040000SCCP040701A.sbin

Cisco 7920G NA NA ○ ○ ○ ○ cmterm_7920.3.3-01-06.bin

Cisco 7970G NA NA NA NA NA ○ TERM70.6-0-1-0SR1s.loads
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Q. Secure SRST 用にサポート されている  IOS ルータ  プラ ッ ト フォームとネッ ト ワーク  モジュールは何ですか。

A. Secure SRST は、Cisco 2600xm、2691、3725、3745、2801、2811、2821、2851、3825、3845、および VG224 でサポート されています。

Secure SRST でサポート されているネッ ト ワーク  モジュールは、 NM-HDV、 NM-HDV2、 NM-HD-1V/2V/2VE、 PVDM2、 および

EVM-HD です。 NM-HDV の容量には制限があるため、 Medium Capacity （MC） モードの 4 チャネルではなく、 DSP ごとに 2 つ
のチャネルのみをサポート します。

Q. Secure SRST でサポート されている  Cisco IP Phone は何ですか。

A. Secure SRST は、Cisco CallManager 4.1(2) と と もに動作する  Cisco IP Phone 7970G、 7960G、および 7940G をサポート してい

ます。

Q. サポート されている  Secure SRST 機能は何ですか。

A. サポート されている  Secure SRST 機能のリ ス トは次のとおりです。

• 基本コール

• コール転送 （打診とブラインド）

• 自動転送 （話中、 無応答、 すべて）

• 回線の共有 （IP フォン）

• 保留と再開

• 保留と応答

注 ：安全な呼は、 SRST ルータに接続された IP フォン間のみで機能します。

Q. Secure SRST でサポート されていない機能は何ですか。

A. サポート されていない SRST 音声セキュ リティ機能は、 次のとおりです。

• H.323、 MGCP、 および SIP エンドポイン ト間のサポート なし

• セキュアな ト ランスコーディングおよび会議 （3 者間通話） のサポート なし

• CUE （Cisco Unity Express） と  SRST のセキュアなインターワーキングのサポート なし

• マルチキャス トのサポート なし

• HSRP のサポート なし

• コール デバッグ用の IREC ツールのサポート なし

• AIM-VPN ハードウェア アクセラレーシ ョ ンのサポート なし

Q. Secure SRST 機能を実行している  Cisco SRST ルータでは、 パフォーマンスへの影響はあ り ますか。

A. G.711 コーデッ クを導入していない場合、 SRTP メディア暗号化によるコール数への影響は 小限に抑えられます。ただし

TLS では、 SRST の電話機登録のサポートに CPU やメモ リが消費されるため、 同時にサポート される安全な呼の数は、 安全な

呼を使用していない場合よ り も少なくな り ます。

Q. SRST ルータを Secure SRST 対応に設定する方法を教えてください。

A. SRST ルータで Secure SRST 機能を設定するための主な手順を次に示します。注： この手順は、必ず順番どおりに行ってく

ださい。

1. 手動、 あるいは NTP を使用してクロ ッ クを設定します。

2. CA を設定します。 Secure SRST のデバイス証明書を発行します。

3. SRST を CA に登録します。

4. SRST で証明書サービスを有効にします。

5. SRST に電話機証明書ファイルをインポート します。

6. SRST リ ファレンスを CCM に追加します。

7. call-manager-fallback を有効にします。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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SRST 3.2 の機能

alias コマンドの強化

Q. alias コマンドに追加された拡張機能は何ですか。

A. alias コマンドは、フォールバッ ク中に使用不可となる電話番号に、コールを再ルーティングする メカニズムです。alias
コマンドは、 次のサポート を提供できるよ うに強化されました。

• cfw キーワードが追加され、 無応答時や話中時の自動転送機能を電話機ごとに提供できるよ うになり ました。 call-manager-
fallback 設定モードでグローバルに設定された自動転送番号は上書きされます。

• Cisco CallManager のフォールバッ ク中、 使用不可となる電話番号に対してコールを作成する場合、 使用できる  alias コマ

ンドの 大数が 50 に増えました。

• 複数の alias コマンドで alternate-number 引数を使用できます。

cor コマンドの強化

Q. cor コマンドに追加された拡張機能は何ですか。

A. cor コマンドは、 ディ レク ト リ番号に関連付けられたダイヤル ピアでの Class Of Restriction （COR; 制限ク ラス） 設定に使

用します。 COR を使用する と、 どの着信ダイヤル ピアがどの発信ダイヤル ピアを使って発呼するのかを指定できます。 ダイ

ヤル ピアは、 着信および発信 COR リ ス ト を使用してそれぞれプロビジ ョ ニングできます。 SRST 3.2 では、 cor コマンドの数

が着信用と発信用でそれぞれ 20 に増加しました。

pickup コマンドの強化

Q. pickup コマンドに追加された拡張機能は何ですか。

A. pickup コマンドを使用する と、 すべての Cisco IP Phone で PickUp ソフ ト  キーが有効になり ます。 これによ り、 SRST の
実行中は、 ある内線番号にかかってきた外部の Direct Inward Dialing （DID; ダイヤルイン） コールに別の内線番号から応答する

こ とができます。 ただし、 このコマンドでは、 Group PickUp （GPickUp） ソフ ト  キーは有効になり ません。

SRST では、pickup コマンド と  alias コマンドの併用が 適です。次の例は、ハン ト  グループ 8005550100 のパイロ ッ ト番号

にコールをルーティングするよ うに設定された、 pickup コマンド と  alias コマンドを示しています。

call-manager-fallback
no huntstop
alias 1 8005550100 to 5001
alias 2 8005550100 to 5002
alias 3 8005550100 to 5003
alias 4 8005550100 to 5004
pickup 8005550100

800 555-0100 に DID コールが着信する と、 alias コマンドはそのコールを  4 つの内線番号 （5001 ～ 5004） のいずれかにラン

ダムにルーティングします。 DID コールが内線番号 5002 で呼び出し音を鳴らした場合、 PickUp ソフ ト  キーを押せば、 ほかの

内線番号 （5001、 5003、 5004） のいずれからでもそのコールに応答できます。

pickup コマンドは、 DID 着信番号に基づいて一致を検索するこ とで機能します。 この例では、 内線番号 5004 から内線番号

5001 へのコール （内部コール） では pickup コマンドはアクティブになり ません。 これは着信番号 （5001） が、 設定されてい

るピッ クアップ番号 （800 555-0100） と一致しないためです。 このよ うに複数のコールが同時に鳴った場合でも、 pickup コマ

ンドは内部コールと外部コールを区別します。

user-locale コマンドの強化

Q. user-locale コマンドに追加された拡張機能は何ですか。

A. user-locale コマンドを使用すれば、 JP キーワードを使用して日本語のカタカナ国コードを表示できます。日本語のカ

タカナは Cisco CallManager V4.0 以降で使用できます。
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Q. SRST 3.2 での MOH ライブフ ィード  サポート とは何ですか。

A. 新しい moh-live コマンドは、 E&M ポート または FXO ポートに接続されたオーディオ デバイスから、 SRST モードの

Cisco IP Phone にライブフ ィード  MOH ス ト リームを提供します。FXO ポート をライブ フ ィードに使用する場合は、ポートに外

部のサードパーティ製アダプタを接続してバッテ リ  フ ィードを提供する必要があ り ます。 ラ イブ フ ィードの音楽は、 フラ ッ

シュ  ファ イルから読み込まれるのではな く、 固定のソースから取得されて MOH 再生バッファに送り続けられます。 ラ イブ

フ ィード  MOH は、 Cisco IP Phone にマルチキャス トするこ と もできます。

Q. FXO ポートから離れた MOH ライブ フ ィードに使用できる外部サードパーティ製アダプタは何ですか。

A. RDL の 製品番号 ST-TC1 を推奨します。 この製品はラボでテス ト済みです。 詳細については、 次の URL を参照してくだ

さい。

http://www.globalav.com/pro/rdl/products/sttc1.htm

お近くの取り扱い店については、 Web で 「ST-TC1 telephone system coupler」 を検索して ください。

コール プリザベーシ ョ ンのタイムアウトなし

Q. WANまたはCCM がダウンし、 IP フォンが SRST モードになった場合、 コールを保持できますか。

A. はい。 SRST 3.2 を使用すれば、 停止時でもブランチで既存の H.323 コールを保持できます。

SRST 3.2 よ り前のリ リースでは、 SRST IP Phone から  PSTN へのアクティブ コールは大部分が保持され、 約 3 分後に破棄され

ます。 同じ  LAN 上のユーザ間のアクティブ コールは、 WAN の障害による影響を受けず、 コールが持続します。 SRST 3.2 以降

では、 no h225 timeout keepalive コマンドを入力して H.225 キープアライブ タイマーを無効にすれば、停止時にもブラ

ンチの既存の H.323 コールを保持できます。

RFC 2833 DTMF リレーのサポート

Q. SRST 3.2 におけるRFC 2833 DTMF リ レーのサポート とは何ですか。

A. Cisco SCCP IP Phone は、 Cisco SRST システムで使用される場合などには、 アウ トオブバンド  DTMF ディジッ ト表示のみをサ

ポート します。 リモートの SIP ベースの IVR アプリケーシ ョ ンおよびボイス メール アプリケーシ ョ ンに SCCP IP Phone からディ

ジッ ト情報を送信できるよ うにするには、Cisco SRST 3.2 以降のバージョ ンで、アウ トオブバンド  SCCP ディジッ ト表示から  DTMF
リ レー用 SIP 標準 （RFC 2833） への変換を行います。 この方法を選択するには、SIP VoIP ダイヤル ピアで dtmf-relay rtp-nte
コマンドを使用します。

Cisco Unity Express （CUE） システムに接続されている  SIP ネッ ト ワークのボイス メールを使用するには、 非標準の SIP Notify
形式を使用します。Notify 形式を設定するには、dtmf-relay コマンドで sip-notify キーワードを使用します。sip-notify
キーワードの使用は、 Cisco SRST バージ ョ ン 3.0 および 3.1 との下位互換性のために必要になるこ とがあ り ます。

変換プロファイルのサポート

Q. SRST 3.2 での変換プロファイルのサポート とは何ですか。

A. 変換プロファイルを使用する と、 変換ルールをグループ化して、 着信番号、 発信番号、 およびリダイレク ト される着信番

号と関連付けるこ とができます。

グローバルに定義済みの変換プロファイルを着信コール レッグや発信コール レッグに割り当てるには、 translation-profile
コマンドを使用します。
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SRST 3.2.1 の機能

Cisco IP Phone 7970G のサポート

Q. Cisco IP Phone 7970 をサポート している  SRST のリ リースは何ですか。

A. Cisco IP Phone 7970 は、 12.3(11)XL で稼働する  SRST 3.2.1 でサポート されています。 12.3(11)T2 の SRST 3.2 で動作する場

合もあ り ます。 ただし次の問題については、 12.3(11)XL 対応の SRST 3.2.1 でのみ修正されています。

• 配置コールのディ レク ト リ

• 受信コールのディ レク ト リ

• デフォルトでは、 上部の黒いバー表示行に、 空白ではなく内線番号が表示される

• 新たに電話をかける と き、 一定して前の通話の古い通話状態 「話中」 が表示される

注：サポート されている  Cisco IP Phone 7970 フォンロードは 6.0.2 SR1 です。ローカライズ サポートはなく、英語のみとなり ます。

Q. Cisco IP Communicator （CIPC） と  IP Phone 7971 は、 12.3(11)XL で稼働する  SRST 3.2.1 でサポート されていますか。

A. Cisco IP Phone 7971-GIG は、 IOS 12.3.11XL1 の SRST 3.2.1 でサポート されています。 Cisco IP Communicator のサポートは、

2005 年の第 4 四半期に予定されています。

show ephone コマンドの強化 （7970 キーワード）

Q. show ephone コマンドに追加された機能は何ですか。

A. show ephone コマンドに 7970 キーワードが追加され、Cisco IP Phone 7970 の情報とステータスが表示されるよ うになり

ました。

SRST 3.0 の機能

二重回線のサポート

Q. SRST モードでの二重回線のサポート とは何ですか。

A. 二重回線モードは、 12.2(15)ZJ で ephone-dn ごとに 2 つのチャネルをサポート し、 コール ウェイティング、 3 者間会議、 打

診転送を行います。 このモードは call-manager-fallback モードで設定できます。設定では次のよ うに、 max-dn 設定に対応したオ

プシ ョ ンの二重回線を使用します。 二重回線が設定されていない場合は、 デフォルトで単一回線が使用されます。

Call-manager-fallback
[no] max-dn <num> [dual-line]

Q. ある電話機で 1 つのチャネルを使用している場合、 同じ  ephone-dn を共有している他の電話機は 2 番めのチャネルにアク

セスできますか。

A. いいえ。 2 番めのチャネルは、 同じ電話機のコール ウェイティング、 G.711 の 3 者間会議、 および打診転送をサポートす

るために、 1 番めのチャネルを使用する電話機用に予約されています。 二重回線機能は、 huntstop コマンドを使用して、 着信

コールが 2 番めのチャネルにハン ト しないよ うにします。また打診転送機能と会議機能用の発信コールのために、2 番めのチャ

ネルを予約します。

デフォルトは 「no huntstop channel」 です。

Call-manager-fallback
[no] max-dn <num> [dual-line]
[no] huntstop channel
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3 者間会議

Q. SRST では会議はサポート されていますか。

A. はい。 12.2(15)ZJ 対応の SRST 3.0 では、 3 者間 G.711 会議がサポート されています。

Q. SRST でサポート されている同時会議の数に制限はあ り ますか。

A. はい。 1751/1760、 26xx XM、 3620、 3640、 IAD2420 がサポートする同時会議は 大 8 つ、 3660 と  3700 では 大 16 です。

Q. 仮想音声ポートは、 ルータで追加の DSP を使用しますか。

A. いいえ。 12.2(15)ZJ 対応の SRST 3.0 では、 3 者間 G.711 会議に IP フォンの DSP は使用しません。

MOH
Q. SRST のマルチキャス ト  MOH 機能とは何ですか。

A. SRST 3.0 では、ローカルの PSTN 発信者用に、ルータのフラ ッシュから  MOH の連続した IP マルチキャス ト を出力します。

SRST がサポートするルータのフラ ッシュからの MOH は 1 ス ト リームのみです。 SRST 3.0 の新しいコードによ り、 音楽ス ト

リームをマルチキャス ト して 「外部」 エンティティで使用する機能が追加されています。

Q. CallManager は、 ローカル ゲート ウェイまたは SRST ルータから  MOH を再生できますか。

A. はい。 この機能は、SRST 3.0 の call-manager-fallback back 設定モードで、「multicast moh multicast-address port
port [route ip-address-list]」 を入力する と使用できます。 MOH は、 CallManager の通常動作時も含めて常にマルチ

キャス ト されます。 通常のサービスでは SRST ルータに IP フォンが登録されないため、 明示的なルート リ ス トのプロビジ ョニ

ングを推奨します。 ip-address-list は、 大 4 つの IP アドレス  エン ト リ を受け入れます。

Q. 再生できる音楽ス ト リームのソースはいくつですか。

A. 1 ス ト リームのみです。

Q. CM 通常モードでは、 SRST はルータのフラ ッシュに 同じ  MOH の WAVE ファ イルも保持する必要があ り ますか。

A. いいえ。ファ イルはルータのフラ ッシュに保存され、フラ ッシュのサイズに制限されるため、別のファイルが使用されます。

Q. SRST で MOH ライブ フ ィードを使用できますか。

A. ライブ MOH ソースは、 SRST 3.2 以上でサポート されています。

打診転送

Q. SRST 3.0 では、 打診転送を機能させるため、 SRST ルータに TCL スク リプ ト をインス トールする必要があ り ますか。

A. いいえ。 SRST 3.0 コードに組み込まれたインテ リジェンスによ り、 H.450 を使用する打診転送では、 SRST ルータに H.450
コール転送スク リプ ト をインス トールした り設定した りする必要はあ り ません。 ただし、 call-manager-fallback 設定モードで、

「transfer-system」 および 「dual-line」 オプシ ョ ン コマンドを設定する必要があ り ます。

call-manager-fallback
transfer-system [blind|full-blind|full-consult|local|consult]

Q. 呼び出しタイムアウ トは、 どのよ うな機能ですか。

A. 呼び出しタイムアウ トでは、call-manager-fallback 設定モードですべての IP フォンに呼び出しタイムアウ トがグローバルに

設定され、 応答のない着信コールが接続したままにならないよ うに保護します。 この機能は、 call-forward-noan が設定されてい

ない IP フォンに使用します。
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システム メ ッセージ

Q. SRST モードでは、 システム  メ ッセージの設定や変更ができますか。

A. はい。call-manager-fallback モードでは、次のよ うに、プライマリ  メ ッセージとセカンダ リ  メ ッセージの両方を設定できます。

call-manager-fallback
system message primary "XYZ fallback operating"
system message secondary "XYZ fallback"

プライマリ  メ ッセージは、7960 や 7940 の場合 31 文字以下に制限されます。セカンダ リ  メ ッセージは、7910 と  7905 の場合 20 文
字です。プライマ リ  メ ッセージは、静的テキス ト  メ ッセージをサポートする  IP Phone のフォールバッ ク時に静的に表示されま

す （7960 および 7940 など）。 セカンダ リ  メ ッセージは、 表示領域に制限があ り静的テキス ト  メ ッセージをサポートできない

IP Phone （7910 など） では、 キープアライブの間隔で点滅します。

CFwdAll ソフ トキー

Q. IP フォンには call-forward-all を設定できますか。

A. はい。 次の手順を実行する と、 電話機に CFwdAll が表示されます。

• 回線を選択します （デフォルトでは 初の空き回線）。

• CFwdAll ソフ ト キーを押します。

• 転送先の番号を入力します。

• 受話器を置くか、 EndCall を押します。

CFwdAll を解除するには、 も う  1 度 CFwdAll を押します。

Q. SRST モードで設定された call-forward-all 番号は、 Cisco CallManager ユーザ モードに再ホーミ ングした場合、 IP フォンで

保持されますか。

A. いいえ。自動転送ステータスは、電話機を リブート した場合は保持されますが、ルータを リブート したり、 IP フォンを Cisco
CallManager に再ホーミ ングした り した場合は失われます。

SIP SRST
Q. SIP SRST 機能とは何ですか。

A. SRST ルータの SIP SRST 機能は、 SIP コア ネッ ト ワーク （SIP プロキシ/ リ ダイレク ト  サーバが存在） へのネッ ト ワーク接

続がダウンした場合、SIP SRST ルータにフォールバッ ク される  SIP ベースの IP フォンに、SIP プロキシ/ リ ダイレク タのバッ ク

アップ機能を提供します。SIP 呼処理はこの機能によ り、中央サイ トにあるマスター SIP プロキシと ローカルのバッ クアップを

利用して、 WAN の停止時に緊急電話などへのオフネッ ト  コールを含むテレフォニー サービスをバッ クアップするこ とができ

ます。 データはダイヤル バッ クアップが可能です。 SIP SRST は IOS の SIP リ ダイレク タです。 7960 Phone は、 プライマ リ  SIP
プロキシへの INVITE/再試行 （設定可能） が 7 回失敗する と、 「proxy_backup」 と して設定されたアドレスに INVITE の送信を

試みます。

Q. SIP SRST でサポート されている機能は何ですか。

A. 次の機能がサポート されています。

• メ イン プロキシが使用できない場合の、 ローカル SIP Phone と  SIP Phone 間コール

• ローカル SIP Phone と  PSTN 間コール

• 発信 PSTN コールに対するローカル SIP Phone での COR。 これによ り  1 ～ 900 のコールをブロ ッ ク

• メ イン プロキシにアクセスできない場合、 使用やアクセスが不可能なテレフォニー番号パターンへコール サービスを提供

• SIP SRST サポートは Cisco IP Phone でのみ使用可能

現在サポート されているのは発信 PSTN コールのみです。 ローカル SIP Phone と  SIP Phone 間のコール、 着信 PSTN コールと

ローカル SIP Phone 間のコールはサポート されていません。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Q. IOS の SIP リ ダイレク ト  サーバとは何ですか。

A. SIP レジス ト ラのこ とです。 これによって GW の SIP レジス ト ラ機能が有効になり、 着信 SIP REGISTER メ ッセージを受

け入れ、 VOIP ダイヤルピアを自動作成するこ とができます。 また、 ローカル SIP と  SIP Phone 間コール用の IP 間リダイレク ト

サーバを有効にできます。

SIP ゲートウェイ拡張機能

Q. SIP ゲート ウェイ拡張機能とは何ですか。

A. SIP をオンネッ ト  コールに使用して SIP ネッ ト ワーク と統合する場合、 SIP ゲート ウェイ拡張機能は次の機能を提供します。

• 対称的なゲート ウェイ間 Out-of-Band （OoB; アウ トオブバンド） DTMF リ レー

• 無指定の NOTIFY OoB DTMF リ レーのサポート

• Skinny IP Phone ではインバンド  ディジッ ト  リ レーまたは RFC2833 が不可

• このリ リースでの SIP レジスタにはセキュ リティおよび認証機能はなし

• 無指定の NOTIFY MWI
• NOTIFY メ ッセージの受信時に MWI を点灯

• SIP UNITY では MWI に対応する完全な SIP SUBSCRIBE/NOTIFY の実行が不可

• SIP SPI に 300 Multiple Choices サポート を送信

CM/WAN 停止時の確認事項

Q. 電話機が SRST モードかど うかは、 どのよ うにしてわかり ますか。

A. 電話機が SRST モードの場合、 電話機のディ スプレイに 「CM Fallback Service Operating」 と表示されます。

Q. IP フォンが SRST ルータにフォールバッ クするまで、 どれく らいかかり ますか。

A. 次の場合のみ、 「即時」 フェールオーバーが可能です。

• 電話機に、 フェールオーバー デバイス （SRST または 2 つめの CCM） に対してすでに開いているホッ ト  スタンバイ  TCP ソ
ケッ トがある

• TCP 接続が、 接続できない TCP FIN、 RST、 または ICMP ホス トによって明示的に閉じられているため、 タイムアウ トする

まで電話機が依存していない

– 電話機は、ステーシ ョ ン キープアライブ メ ッセージをプライマ リおよびバッ クアップの Cisco CallManager サーバに送

信します。電話機は、キープアライブ メ ッセージによ りバッ クアップ サーバの TCP 接続がアップしているこ とを確認す

ると、 必要に応じて登録を試みます。 推奨されるデフォルト値 （ただし設定可能） は、 StationKeepAliveInterval は 30 秒、

Station2ndKeepAliveInterval は 180 秒です。

フェールオーバーが発生する場合の例と して、 次の 3 つを示します。

• 電話機が登録されている  Cisco CallManager サーバが動作を停止する

– アクティブな Cisco CallManager を手動で停止すると、ただちにフェールオーバーが発生します。これは、Cisco CallManager
が TCP 接続を閉じるこ とで、 電話機が指定されたスタンバイ （またはバッ クアップ） サーバにただちに登録されるた

めです。

• Cisco CallManager プロセスがロッ ク される

– これは 悪の例です。 このよ うな例では、 フェールオーバーに 90 秒かかるこ と もあ り ます。 これは、 電話機がデフォ

ルト とは別に、 30 秒間隔で 3 回のステーシ ョ ン キープアライブ を試行するためです （ただし  30 秒は変更可能）。

• TCP の障害

– これは、 ルータまたはスイッチが停止するか、 サーバ自体が完全な障害モードになった場合に発生します。 TCP 接続の

ダウン後に電話機が 初のステーシ ョ ン キープアライブ メ ッセージを送信する と、 ただちにTCP 再試行が約 20 ～ 25 秒
間送信されます。 その後、 電話機は指定されたスタンバイ （またはバッ クアップ） サーバへの登録を試みます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Q. SRST に対応した H.323 ゲート ウェイのアクティブ コールは、 破棄される前に約 3 分間保持されます。 なぜ 3 分間なので

すか。

A. H.323 コール レッグに関連する  H.245 TCP キープアライブは、毎分 1 回送信されます。H.245 TCP キープアライブ タイマー

が切れる と コールは破棄されます。 送信後に 4 つの連続する  ACK を受信できないと （これには 大 5 分かかり ます）、 TCP は
タイムアウ ト し、 RTP 音声パスを含むこのコール レッグを破棄します。 実際は、 電話機の種類によっても異なり、 3 分ではな

いこ と もあ り ます。 ラボにおいて、 あるブランチから別のブランチに電話をかけ、 CallManager リ ンクが 10 分以上停止した場

合、 確認された結果は次のとおりです。

• IP フォン間のアクティブ コールは、 会話の間途切れずに続く

• IP フォンと  PSTN 間のアクティブ コールは、 コールが切断 （破棄） されるまで約 3 分間続く

• この 3 分間で、 通常の音声会話の大部分に対応できる

• ゲート ウェイで 4 つの H.225 キープアライブが期限切れになる と コールは破棄される （CM 4.01 以上ではタイマーの設定が

可能）

• CM/WAN が復元する と  CM によ りアクティブ コールがリセッ ト される

• IP フォンは SRST ルータに登録されるまで新しいコールを開始できない

SRST の集約

Q. 複数の SRST ルータを使用して、 よ り多くの電話機をサポートするこ とはできますか。

A. はい。デフォルト  ゲート ウェイでの SRST 機能の実行制限が解除された CCM 3.3(2) では、複数のルータを SRST ルータ と

して実行するこ とで、 各ルータのサポート制限よ り も多くの電話機をサポートできます。 ただし、 両方のルータで SRST 2.0 が
実行されていない場合は、 コール転送/自動転送の制限に注意して ください。 また、 コール転送/自動転送を正し く機能させるた

めには、 ダイヤルピアおよびダイヤル プランを慎重に計画し設定する必要もあ り ます。

別の PSTN ゲートウェイを使用する SRST
Q. あるルータまたはゲート ウェイの PSTN リ ンク と別のルータの IP フォンを、 2 つのルータ間のイーサネッ ト接続を使用し

て接続するこ とはできますか。

A. SRST 2.0 以下では IOS H.323 機能に制限があるため、 PSTN ポート と  IP フォンはすべて同じルータに接続するこ とを推奨

します。 PSTN を介してルータに送信されたコールを、 イーサネッ ト  リ ンクを介して別のルータの IP フォンにルーティングし

ても、 別の IP フォンへのコール転送は正常に行えません。 たとえば、 受付に着信したコールを販売部門に転送する場合などが

これに相当します。 これは、 H.323 接続間の標準ベースのコール転送で、 H.450 がサポート されていないためです。 ただし、

SRST 2.1 と  3.0 では、ネッ ト ワーク間の H.323 エンドポイン トで H.450 標準ベースのコール転送がサポート されているため、関

連するすべての音声ゲート ウェイで H.450 がサポート されている必要があ り ます。

Q. SRST では VG200 のサポート予定はあ り ますか。

A. いいえ。 SRST に、 MGCP の 「マイ ク ロ  コール エージェン ト 」 機能を追加する予定はあ り ません。 MGCP ゲート ウェイの

フォールバッ ク機能では、MGCP 制御ポート を session-app 制御および H.323 にフォールバッ クできます。ただし、SRST は H.323
で動作する  VG200 の H.323 ピアと して機能します。 CallManager のフォールバッ ク時に VG200 が H.323 を使用するよ うに設定

されている場合は、 SRST を H.323 経由で VG200 ポートにアクセスするよ うに設定できます。

SRST 2.1 の機能

Q. SRST 2.1 では、 英語以外の言語もサポート されていますか。 IP フォンは SRST モードでは英語になるのですか。

A. はい。 これは、 SRST 2.0 ではサポート されていない機能です。 SRST 2.1 の場合、 SRST フォールバッ ク  モードの IP フォン

は、Cisco CallManager でプロビジ ョニングされた言語設定を保持できます。SRST ではさ らに、SRST 固有の「CM Fallback Service
Operating」 メ ッセージが適切な言語で IP フォンに表示されます。 SRST 2.1 では、 ド イツ語、 イタ リ ア語、 フランス語、 スペイ

ン語、 および Cisco CallManager がサポートするその他のすべての言語 （ロシア語を除く） がサポート されています。
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Q. 強化された話中時/無応答時の自動転送は、 どのよ うな機能ですか。

A. SRST 2.1 ではグローバルな call-forward コマンドが拡張されて、 ワイルドカード  ディジッ トがサポートできるよ うになり

ました。 ワイルドカード  ディジッ トは、 転送先の内線番号に対応する数字に置き換えるこ とができます。 これによ り、 SRST
の各 IP フォンの番号を一意の転送先番号に転送できます。 転送先番号は、 変換ルールを使用するこ とで任意の番号にマップさ

れます。 ボイス メールへの FXO ヘアピン転送コールは、 中央オフ ィ スで接続解除を監視するこ とが必要です。

たとえば、 グローバル コマンド 「call-forward busy 40852710..」 では、 グローバルな転送番号が 40852710.. に指定されている と

します。

SRST 内線番号が 5237 の場合、 置換後の SRST 転送先番号は 4085271037 になり ます。

Q. 7914 サイ ドカーを使用する  Cisco 7960 では、 いくつの回線がサポート されていますか。

A. Cisco 7960 は 6 回線、 7914 サイ ドカーはそれぞれ 14 回線をサポート します。 そのため SRST 2.1 では、 7914 サイ ドカーを

両方使用する  Cisco 7960 の場合、合計 34 回線をサポート します （7960+2x7914）。 SRST 2.1 よ り前のバージ ョ ンでサポート され

るのは 6 回線のみです。

ボイスメールの統合

Q. SRST では、 voicemail コマンドはどのよ うに機能しますか。

A. call-manager-fallback モードで voicemail コマンドを使用する と、Cisco IP Phone のメ ッセージ ボタンを押したと きに短縮

ダイヤルされる電話番号を設定するこ とができます。 ルータに接続されているすべての Cisco IP Phone に対して、 同じボイス

メール電話番号が設定されます。 次に例を示します。

Router(config)# call-manager-fallback<<
Router(config-cm-fallback)# voicemail 914085252222

番号 914085252222 は、 メ ッセージ取得のために Cisco IP Phone のメ ッセージ ボタンを押すと コールされます。

Q. アナログ/DTMF を介して Unity サーバへ統合されるボイス メールのサポートには、 どのよ うなものがあ り ますか。

A. SRST では、 ITS 2.0 に同じインバンド  アナログ/DTMF ボイス メール統合方式を使用しています。 この方式では Unity サー

バへの自動転送 （話中/無応答/すべて） を、 PSTN を介してアナログ/DTMF 経由で行う こ とができます。 SRST 2.0 ルータに自動

転送 （話中/無応答/すべて） が設定されていれば、 着信コールを  Unity ボイス メール サーバに転送できます。 ただし、 SRST 2.0
では、 汎用グ リーティングのみが再生されます。 SRST 2.1 で自動転送拡張機能が使用できる場合は、 直接アクセス  コールや自

動転送でパーソナル グ リーティングが再生されます。 ただし、 SRST 2.1 では MWI の統合はサポート されていません。 ユーザ

は、 電話機のディ スプレイに表示される 「不在着信」 を利用してボイス メールをチェッ クできます。 ボイス メールへの FXO ヘ
アピン転送コールは、 中央オフ ィ スから接続解除を監視する必要があ り ます。

SRST 2.0/2.1
Q. SRST イ メージ 2.0 のメモ リ要件は何ですか。

A. SRST で利用する メモリ使用量は、それほど多くあ り ません。それぞれ 2 回線を備えた 24 台の電話機が稼働している  Cisco
2600 で IOS を実行する場合は、 標準のメモ リ  サイズよ り も  2 MB 多いメモ リが必要になるこ と もあ り ます。 Cisco 1751、 1760、
2500、 3640 および Cisco ISR 3810 ルータの場合、 SRST 2.0 には 16 M のフラ ッシュ と  64 M の DRAM があれば十分です。 ただ

し、将来のリ リースに備えてよ り多くのメモ リ を搭載してもかまいません。可能であれば、 小要件よ り も多くのメモ リ をルー

タに追加するこ とを推奨します。 そ うすれば、 ルータの速度を上げなくても、 機能が追加された将来のイ メージをサポートで

きます。 電話機の 大数が 96 台の場合は 96 MB の DRAM、 144 台の場合は 128 MB の DRAM の使用を推奨します。

Q. SRST 2.0/2.1 でサポート されている  IP フォンは何ですか。

A. SRST 2.0 は、Cisco IP Phone 7910、 7940、および 7960 で動作します。 SRST 2.1 には、 7914 サイ ドカー付きの Cisco IP Phone
7960 および Cisco 7935 のサポートが追加されています。 また、 次の Cisco CallManager 3.3 リ リースでは、 VG248 のサポート を

追加の予定です。 ただし、 12SP+ と  30VIP Phone はサポート されていません。
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Q. SRST 対応のルータ  2.0 で使用できる  IP フォンの数はいくつですか。

A. Cisco 1751、 1760、 26a の場合、 プラ ッ ト フォームごとに 大 48 台の IP フォン （192 回線） がサポート されます。 Cisco
IAD2400、 1750、 1751、 1760、 2610、 2611、 2620、 2621、 2650、 3620、 および 3810-V3 プラ ッ ト フ ォームの場合、 プラ ッ ト

フォームごとに 大 24 台の IP フォン （96 回線） がサポート されます。 Cisco 3640、 Catalyst 4224 の場合、 プラ ッ ト フォームご

とに 大 48 台の電話機 （192 回線） がサポート されます。 Cisco 3660 プラ ッ ト フォームは 144 台の IP フォン （288 回線） をサ

ポート し、 Cisco 7200 は 480 台の IP フォン （960 回線） をサポート します。 12.2(11)T では、 さ らに多くの IP フォンと回線がサ

ポート されています。 12.2(8)T と  12.2(11)T でサポート される電話機および回線の数については、 次の表を参照してください。

表 6 12.2(8)T でプラッ ト フォームごとにサポート される IP フォンおよび回線の数

Q. SRST 2.1 をサポートするルータ  プラ ッ ト フォームは何ですか。

A. SRST 2.1 機能は、 IOS 12.2(11)YT を装備した Cisco 1751、 1760、 2650、 2600XM、 2691、 3640、 3600、 3725、 および 3745
プラ ッ ト フォームで使用できます。SRST 2.1 の今後のリ リースでは、Catalyst 4224 AGM と  7200 も使用できます。ただし、Cisco
IAD2400、 2600 ク ラシッ ク、 および 3810-V3 でのサポートは終了しています。 Cisco IOS ソフ ト ウェアのリ リース情報について

は、 次の表 7 を参照してください。

表 7 SRST 2.1 対応の Cisco IOS ソフ トウェア リ リース情報

プラッ ト フォーム

Q. Cisco 2600XM、 3700、 Cisco ISR 2800、 3800 と比べて、 IAD2400 はどのよ うに位置付けられますか。

A. IAD2400 は、Service Providers Managed Telephony Services と して位置付ける必要があ り ます。Cisco 2600XM、3700、ISR 2800、
および ISR 3800 ルータは、 企業のブランチ オフ ィ スの SRST 機能と して位置付ける必要があ り ます。

Q. Cisco 1751 および 1760 では、 サポート していない機能があ り ますか。

A. IOS リ リース  12.2(15)ZJ の場合、 Cisco 1751 および 1760 プラ ッ ト フォームでは、 ADSL リ ンク、 4 ポート  FXS/DID カード

での拡張 Quality of Service （QoS; サービス品質） 機能がサポート されていません。 この機能は現在、 12.2(8)YM、 12.2(8)YN、

12.2(11)YU、 12.2(11)YV の Cisco 1700 でサポート されています。

Q. 「access-code」 コマンドの使用は必要ですか。

A. いいえ。 このコマンドはオプシ ョ ンです。ほとんどの場合、 このコマンドは不要です。たとえば、通常の動作設定で、ルー

タのローカル アナログ FXO ポートにアクセスできる  POTS ダイヤルピアが提供される場合、 access-code コマンドは不要です。

access-code コマンドを使用するのは、 Cisco CallManager のフォールバッ ク動作時 （9 をダイヤルした場合など） に、 FXO ポー

トへのアクセスをサポートする  POTS ダイヤルピアを動的に作成する必要がある場合のみです。

プラッ ト フォーム サポート される電話機の数 使用できる回線の数

Cisco 1750/1751、 IAD2400、 2610、 2611、 2620、 2621、 2650 最大 24 台 96

Cisco 3725、 3745、 Catalyst 4224 最大 48 台 192

Cisco 3745 最大 144 台 288

Cisco 7200 最大 480 台 960

プラッ ト フォーム Cisco IOS イメージ

Cisco 1751、 1760 12.2(11)YT、 12.2(15)T

Cisco 2600XM、 2650、 2691、 3725、 および 3745 12.2(11)YT

Cisco 7200 NPE 200/300/400 12.2(11)YT、 12.2(15)T

Cisco 7200 G1 12.2(15)T の SRST 2.0
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Q. T1/E1 または PRI は、 PSTN インターフェイス と してサポート されていますか。 アナログ FXS、 FXO、 BRI についても教え

てください。

A. T1/E1 CAS、 Euro ISDN BRI、 アナログ FXO および FXS は、 Cisco 2600、 3600、および 初のリ リースの Catalyst 4224 でサ

ポート されています。 T1 CAS は IAD2400 でサポート されています。 ISDN BRI、 FXS、 および FXO は、 Cisco 175x でサポート

されています。 BRI と  PRI のスイ ッチ タイプは、 すべて12.2(2)XB でサポート されています。

Q. WAN 接続がダウンしている場合に、 コールがオンネッ ト  H.323 ダイヤル ピアへ送信されないよ うにするには、 ど うすれ

ばいいですか。

A. IOS の既存の PSTN フォールバッ ク機能を使用します。 これによ り、 Real Time Responder （RTR） プローブを設定してダイ

ヤルピア接続を検証し、 WAN リ ンクの障害時にオンネッ ト  ダイヤルピアを停止するこ とができます。

Q. フォールバッ クを機能させるには、 SRST ルータに特別な IP フォン ファームウェア ロードをロードする必要があり ますか。

A. いいえ。 この特別なロードは、 Cisco CallManager で設定する必要があ り ます。 このロードは、 WAN に障害が発生して

フォールバッ クが起きる前に、 Cisco CallManager によって IP フォンに事前にロードする必要があ り ます。 このロードの詳しい

配置場所については、 Cisco CallManager のマニュアルを参照して ください。 特定のフォン  ロードの詳細については、 この資料

を参照してください。

Q. ブランチ オフ ィ スのルータに、アナログまたはデジタルの電話回線がすでに設置されている場合、 IP フォンを追加するこ

とはできますか。

A. SRST 機能の利点は、 すべての電話機が相互運用するこ とです。 したがって、 IP フォン間、 IP フォンとアナログ電話機ま

たはオンネッ ト  コール間、 IP フォンと  PSTN 間のコールが可能です。

Q. 次のよ うな例で WAN に障害が発生した場合、 既存のコールはど うな り ますか。

同じブランチ内の IP フォン間

Q. ブランチ オフ ィ ス内の IP フォンが、同じブランチ内の別の IP フォンまたはアナログ電話機を呼び出している と き、WAN
リ ンクに障害が発生する とど うな り ますか。IP フォンは中央サイ トの Cisco CallManager によって管理されています。その場合、

コールはど うな り ますか。

A. WAN リ ンクに障害が発生する と、 IP フォン間の既存のコールは、 一方の IP フォンが切れるまで保持されます。 アナログ

電話機と  IP フォン間の既存のコールは、 一定の分数が経過後に破棄される可能性があ り ます。 この原因は、 H.323 コール レッ

グに関連する  H.245 TCP キープアライブが 1 分ごとに送信され、送信後に 4 つの連続する  ACK を受信できないと （ 大 5 分か

かり ます）、 TCP がタイムアウ ト して RTP 音声パスを含むこのコール レッグが破棄されるためです。

ただしコールの継続中は、 IP フォンが SRST ルータに再ホーミ ングされるこ とはあ り ません。 そのため、 ルータに登録される

まで、 同じブランチ内の他の電話機から新しいコールを受信するこ とはできません。

ブランチの IP フォンと本社の IP フォン間

Q. ブランチ オフ ィ ス内の IP フォンは、本社の内線番号とセッシ ョ ンを確立しています。 こ こで WAN リ ンクに障害が発生す

る とど うな り ますか。

A. SRST 3.2 で導入されたタイムアウ ト なし、 またはコール プリザベーシ ョ ン機能のサポートによ り、一方の側で電話が切れ

ても、 コールは終了するまで保持できます。 ただし、 SRST 3.2 よ り前のリ リースでは、 次のよ うなさまざまな例を考慮する必

要があ り ます。
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ブランチの IP フォンと別のブランチの IP フォン間

Q. WAN リ ンクのダウン時に、同じ  Cisco CallManager 内の他の場所または他のリモート  サイ トにある  IP フォンから、障害が

発生した WAN リ ンクのサイ トに発呼するこ とはできますか。

A. WAN リ ンクがダウンする と、 他のリモート  サイ トの IP フォンは、 障害が発生したサイ トが SRST モードかど うかわから

なくな り ます。 そのため、 SRST サイ トの電話機に発呼しよ う とする と、 ファース ト  ビジー信号を受信します。 SRST サイ トの

電話機にアクセスするには、PSTN を使用する必要があ り ます。WAN リ ンクのダウン時には、PSTN を介してコールをルーティ

ングするよ うに Cisco CallManager を設定できます。 ただし、 Cisco CallManager では、 リモート  サイ トの障害が WAN 接続の損

失によるものなのか、 IP フォンの障害によるものなのかを区別するこ とはできません。

本社の IP フォンとブランチの IP フォン間

Q. ブランチ オフ ィ スへの WAN リ ンクがダウンしている場合、 中央サイ トの IP フォンからブランチ オフ ィ スに発呼しよ う

とする とど う な り ますか。

A. WAN リ ンクに障害が発生する と、 Cisco CallManager は、 IP フォンから発せられるキープアライブ信号の損失に基づいて、

ブランチ オフ ィ スの IP フォンにアクセスできないこ とを検出します。ユーザがこれらの電話機に電話をかけよ う とする と、デ

フォルトではビジー信号またはファース ト  ビジー信号を受信します。 ただし、 Cisco CallManager を設定して、 PSTN 経由でブ

ランチ オフ ィ スへの代替ルート を提供するこ とができます。 Cisco CallManager のマニュアルを参照してください。 次に、 別な

方法を 1 つ示します。

リモート  ユーザの内線番号を含むルート  パターンまたは変換パターンを使用します。たとえば、 リモート  オフ ィ スの内線番号

が 4200 番台の場合、 1 例と して、 着信番号を変換する  42XX 用の変換パターン （例 914085551000） を作成します。 この場合、

これはリモート  サイ トの FXO ポートのロールオーバー番号となり ます。 SRST ルータは、 受信者や代替回線、 または代替場所

への接続 PLAR を実行できます。

ブランチのアナログ電話機と  PSTN 経由の IP フォン間

Q. 電話機が SRST モードの場合、 アクティブ コールは保持されますか。

A. IP フォン間、 またはアナログ電話機間で行われるアクティブ コールは、 一方が電話を切るまで保持されます。 ただし、 ア

ナログ電話機と  IP フォン間のコールは数分間のみ保持され、 その後破棄されます。

Q. WAN リ ンクの障害時に同じブランチ オフ ィ ス内に発呼した場合、 （コールが進行中で、 WAN リ ンクが回復する と） 中央

サイ トの Cisco CallManager は既存のコールを制御しよ う と しますか。

A. ユーザによって終了されないかぎり、既存のコールは SRST 対応ルータによって保持されます。その後、 IP フォンは Cisco
CallManager に 「再ホーミ ング」 します。

Q. 複数のブランチ オフィ スがギガビッ ト  LAN 接続によって接続されたメ ト ロ  エリア内にあり、中央集中型の Cisco CallManager
モデルが使用されています。 SRST 対応ルータに WAN 接続はなく、 ブランチ オフ ィ ス内のルータの唯一の接続は、 緊急電話

などに使用するオフネッ ト  ダイヤル用のイーサネッ ト  インターフェイス と  FXO インターフェイスです。ギガビッ ト  LAN リ ン

クに障害が発生した場合、 SRST 機能は動作しますか。

A. はい、 動作します。 電話機を切り替えて SRST ルータに登録するかど うかは、 Cisco CallManager からのキープアライブ パ
ケッ トが失われたかど うかによ り ます。 電話機は、 キープアライブ パケッ トの受信に 3 回失敗する と、 デフォルト  ルータであ

るローカル ルータ （SRST ルータ） に登録されます。

Q. SRST モード用に MAC アドレスを設定する必要はあ り ますか。

A. IP フォンが Cisco CallManager によってすでに設定されている場合、MAC アドレスの設定は必要あり ません。Cisco CallManager
への接続がダウンするか、IP フォンと  Cisco CallManager 間のキープアライブ パケッ ト交換が 3 回失敗する と、IP フォンは SRST
ルータに登録され、 メモ リに含まれるすべての関連設定がルータに提供されます。
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Q. SRST だけを使用している場合でも、 コードには Cisco CallManager Express と  SRST 機能の両方が含まれるのですか。 両方

の機能に同じライセンス料金が発生するのですか。

A. コード  ベースには両方の機能があ り ますが、 アクティブにできるのは常に 1 つの機能のみです。 SRST をオンにする と、

Cisco CallManager Express はアクティブにできなくな り ます。

Q. WAN コールを実行できる場合、 WAN がダウンする とど うな り ますか。

A. SRST モードでは、 電話機はローカル ルータに登録され、 ローカル ルータが呼処理を行います。 サイ トからのコールは

PSTN を使用してアクセスします。 ユーザの電話機のディ スプレイには、 「Cisco CallManager Fallback Service Operating」 モード

であるこ とが表示されます。 内線番号の代わりに、 電話番号を全桁ダイヤルするこ とが必要になる場合もあ り ます。

課金

Q. SRST モード時の Call Detail Recording （CDR; 呼詳細レコード） を保持して、 Cisco CallManager レコード と同期させる方法

はあ り ますか。

A. SRST ルータではコール履歴ログを提供しています。 ログ情報を  CDR 情報にフォーマッ トするには、 他のアプリ ケーシ ョ

ンが必要です。 Cisco CallManager は、 フォールバッ ク中にルータで生成された CDR レコードを処理するよ うには設計されてい

ません。 PSTN を経由して行われるコールは、 PSTN 課金システムによってのみ課金情報を受け取り ます。 Cisco Voice Manager
（CVM） を使用し、 あとで CDR 形式で処理されるファ イルにコール履歴ログをエクスポートするこ と もできます。 CDR レコー

ドは、 Syslog サーバや RADIUS サーバに記録するこ と もできます。

MGCP
Q. 12.2(11)T の同じルータ上で、 SRST を使用した MGCP ゲート ウェイ  フォールバッ ク機能は実行できますか。

A. はい。 12.2(11)T では MGCP と  SRST が同じルータに共存できるため、 実行可能です。 MGCP ゲート ウェイ  フォールバッ

ク機能がなく、Cisco CallManager から  MGCP 制御下で FXO ポート を実行している場合は、MGCP ポートは使用できません。ま

た、フェールオーバー時に使用する追加の FXO ポートが必要になり ます。MGCP ゲート ウェイ  フォールバッ ク と  SRST 機能が

同じルータで実行されている と、 Cisco CallManager への WAN リ ンクがダウンした場合に、 IP フォンは SRST ルータにフォー

ルバッ ク し、 アナログ電話機は MGCP ゲート ウェイ  フォールバッ ク機能を実行している同じルータにフォールバッ クします。

Q. SRST がアクティブなルータで MGCP が有効になっている場合、 SRST と  RAS/ARQ/ACF GK サービスは機能しますか。

A. はい。 H.323 ピア機能は RAS/ARQ および ACF に対して有効になり ます。 また、 IP フォンはゲート キーパーにフェール

オーバーする必要があ り、 ゲート キーパーは、 H.323 専用の呼処理エージェン トになり ます。

Q. 通常の Cisco CallManager ベースの操作時に SRST ルータのアナログ音声ポート を制御するには、 H.323 または MGCP の使

用が必要ですか。

A. この機能の初期リ リースでは、 Cisco CallManager から  H.323 を使用して SRST ルータの音声ポート を制御しアクセスする

必要があ り ます。 WAN の障害時にも  SRST ルータの音声ポートが動作し続けるためには、 これが必要です。 Cisco CallManager
から  MGCP を使用して音声ポート を制御する場合、 12.2(11)T よ り前のリ リースでは、 Cisco CallManager への WAN リ ンクが失

われる と音声ポートが機能しなくな り ます。 これによ り、 WAN の停止時は、 IP フォンが PSTN コール用の音声ポートにアクセ

スできな くな り ます。 ただし  12.2(11)T のサポートによ り、 WAN 障害が検知された場合にも、 SRST を実行している同じルー

タで MGCP ゲート ウェイ  フォールバッ ク機能を使用すれば、 MGCP ポートは H.323 に戻るこ とができます。

Q. SRST を実行している  MGCP 音声ゲート ウェイにコールが着信したのに、内線番号がルータに登録されていない場合、 PSTN
経由で外部スイ ッチ ボードにコールを リダイレク トできますか。

A. SRST にはこれを実行する明示的な機能はあ り ません。 ただし、 通常の IOS 音声ダイヤルピアと変換ルール メカニズムを

使用すれば実行できます。 キャプチャする  DID 番号に一致する  POTS ダイヤルピアを作成します。 そ うする と、 PSTN アクセ

ス  コードなどのプレフ ィ クス と して変換ルールを追加できます。 SRST の 「alias」 コマンドを使用して、 SRST モードの IP フォ

ンにコールを リダイレク ト します。MGCP の動作中は POTS ダイヤルピアは使用されません。DID 番号が SRST Phone に解決さ

れるかど うかが前もってわからず、 さ らに、 電話の登録時に SRST Phone にコールを送信する場合は、 POTS ダイヤルピアを 9
に設定します。 そ うすれば、 SRST Phone で自動生成されたダイヤルピア （プ リ ファレンス  0） が 初に選択されます。
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SRST 2.0 以前でのコール転送

Q. SRST では、 話中/すべて/RNA でのコール転送がサポート されていますか。

A. はい。 SRST では、 グローバル コマンド 「call-forward」 を使用して、 話中および Ring No Answer （RNA） でのコール転送

をサポート しています。話中/RNA のコール転送は、電話機単位ではサポート されていません。 alias コマンドを使用して、未登

録の内線番号宛てのコールを、 指定の内線番号に転送するこ と もできます。

Q. SRST ではコール転送はサポート されていますか。

A. SRST 1.0 では、 すべてのローカル転送と、 PSTN/VoIPoFR からの着信コール転送が機能します。 ただし、 H.323/VoIP エン

ドポイン トからの着信コールや、 H.323/VoIP エンドポイン トへの発信コールの転送はサポート されていません。

Q. SRST では、 どのよ うなコール転送がサポート されていますか。

A. SRST 1.0 では、 着信コールが次のインターフェイス と スイ ッチ タイプに到達する と、 コール転送がサポート されます。

• FXO/FXS ループスタート （アナログ）

• basic-net3、 primary-net5 スイ ッチ タイプ 
• H.323 非標準 IE を使用した Cisco ゲート ウェイ間の VoFR、 VoATM、 VoIP （どちらのゲート ウェイでも、 少なく と も  YD3

が実行されているこ と）

• すべての PRI/BRI スイ ッチ タイプ。 ただし、 12.2(2)XB を実行しているこ と  
• H.450 がサポート されていないため、サードパーティの H.323 エンドポイン ト と インターワーキングする標準ベースの H.323

コール転送は未サポート。 標準ベースの H.323 コール転送は、 Cisco ゲート ウェイの将来のリ リースで追加の予定 

SRST 1.0 でサポート されている上記のコール転送に加えて、 SRST 2.0 ではコール転送に次の機能が追加されました。

• FXO/FXS groundstart （アナログ）

• E&M （アナログ）、 DID （アナログ）

• FXO/FXS groundstart 信号方式を使用した T1 CAS 
• E&M 信号方式を使用した T1 CAS 
• すべての PRI/BRI スイ ッチ タイプ 
• H.450 がサポート されていないため、サードパーティの H.323 エンドポイン ト と インターワーキングする標準ベースの H.323

コール転送は未サポート。 標準ベースの H.323 コール転送は、 Cisco ゲート ウェイの将来のリ リースで追加の予定 

PSTN/ISDN BRI/PRI
Q. SRST では、 ISDN BRI/PRI はサポート されていますか。

A. ISDN BRI （EuroISDN のみ） は、SRST 1.0 の一部である  SRST でサポート されています。 ISDN PRI のサポートは、SRST 2.0
の将来のリ リースで追加の予定です。 primary-net5 は、 12.1.5(YD1) でサポートの予定です。 コール転送以外の問題については、

SRST はインターフェイスの種類を問いません。 PRI に固有の唯一の問題は、 MGCP 信号バッ クホールの発生です。 なぜなら こ

の問題は、 Sibelius プロジェク トでも修正できるかど うかが不明だからです （Sibelius は MGCP と  SessionApp 間のフォールバッ

クで、 SRST には含まれません）。

Q. PRI/BRI インターフェイスでサポート されているスイ ッチ タイプは何ですか。

A. SRST 2.0 の PRI/BRI インターフェイスでは、 すべてのスイ ッチ タイプがサポート されています。

Q. 2600、 3640、 および 3660 ルータの FXO ポートにフェールオーバーする  SRST の ト ランキングおよび回線の数はいくつで

すか。

A. 3640 および 3660 の FXO ポートの数は、シャーシや NM スロ ッ トに含める必要があるもの （WAN インターフェイスなど）

によって異なり ます。ネッ ト ワーク  モジュール スロ ッ ト ごとに 大 4 つの FXO ポート を使用できます。Cisco 1750 および 1751
ルータでは、 WAN リ ンクに VWIC スロ ッ トが 1 つ割り当てられている場合、 システムごとに 大 4 つの FXO ポート をサポー

ト します。
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Q. SRST を使用した PSTN への回線接続用と して、 T1 CAS ポート以外に FXO ポート を使用できますか。

A. はい。音声ネッ ト ワーク  モジュールは、種類の異なるものを併用するこ とができます。コール転送のサポートは、SRST 1.0
の FXS/FXO/BRI/PRI、 および SRST 2.0 の IOS ゲート ウェイのエンドポイン トでのみ有効です。 VOIP コールの転送は、 現在の

と ころサポート対象外です。

Q. PSTN フェールオーバー用に割り当てられる  FXO ポートの数はいくつですか。

A. 通常の操作時に FXO ポート を H.323 エンドポイン ト と して実行している場合、 PSTN フェールオーバーにはルータのすべ

ての FXO ポート を使用できます。

Q. default-destination コマンド と  alias コマンドは同じものですか。

A. default-destination と  alias は、 どちら も  call-manager-fallback モード のグローバル コマンド です。 default-
destination を使用する と、 着信番号が不明またはルーティング不可能な FXO ポートからの着信コールを内線番号に転送で

きます。 デフォルトの転送先番号が設定されている場合、 FXO ポートに着信したコールは、 指定されたデフォルトの転送先番

号にルーティングされます。 デフォルトの転送先番号が設定されていない場合、 FXO ポートに着信したコールは、 （セカンダ

リ ） ダイヤル トーンを受信します。 alias コマンドは、 よ り汎用的で柔軟です。 既存の default-destination コマンドで

関連付けられた FXO 自動 PLAR メカニズムへの依存関係を解除します。また、default-destination は connection-plar
とは連携しません。

e.g. 2600-srst(config)# call-manager-fallback
2600-srst(config-cm-fallback)# alias 1 50.. to 5001

これ以外の方法では特定の内線番号に明示的に解決されない 5000 ～ 5099 へのコールは、内線番号 5001 の電話機にルーティン

グされます。この設定では、CM フォールバッ ク  モードで電話機の 1 サブセッ トのみがサポート されます。特定のフォールバッ

ク  サービスが設定されていない電話機へのコールは、 指定の内線番号にリダイレク ト されます。

Q. SRST ルータに default-destination と  connection-plar の両方が設定されている と、コールはデフォルトの転送先に送信されま

せん。 default-destination は connection-plar を無効にするのですか。

A. 両方のコマンドが設定されている場合、着信コールは default-destination と して設定されている内線番号には着信しません。

default-destination は connection plar を無効にするものではあ り ません。 「alias」 コマンドを使用する必要があ り ます。

Q. SRST でサポート されているコーデッ クは何ですか。

A. SRST は、 IP フォンで G.711ulaw と  G.729 をサポート しています。 コーデッ ク  タイプは、 SRST ルータのダイヤルピア設定

で指定できます。 G.711ulaw は、 ローカル IP フォンと  IP フォン間のコール、 および SRST ルータの POTS に接続されたアナロ

グ電話機と  IP フォン間のコールのデフォルト  コーデッ ク と して使用されます。G.729 は、VoIP ダイヤルピア経由のオンネッ ト

コールにデフォルトで使用されます。 SRST 2.0 は、 G711 ulaw と  alaw、 G.729、 および G.723.1 をサポート しています。

Q. DHCP 要求を DHCP サーバに転送するには、 SRST ルータをどのよ うに設定すればいいですか。

A. DHCP/BootP 要求をネッ ト ワーク /WAN 間で転送するには、 SRST ルータを DHCP リ レー エージェン ト と して設定する必

要があ り ます。ルータのインターフェイス設定部分にコマンド 「ip helper-address ip_address_of_dhcp_server」 を追加して、「service
dhcp」 がオンになっているこ とを確認する必要があ り ます。 「service dhcp」 はデフォルト でオンになっており、 「show running-
config」 には表示されません。 「no service dhcp」 を実行して明示的にオフにした場合、 ルータで 「service dhcp」 を実行して有効

な状態に戻す必要があ り ます。

Q. オフ ィ スの IP フォンの数が、 ルータでサポート されている  24 または 48 の制限を超えた場合ど うな り ますか。

A. 24 または 48 を超えて電話機を登録しよ う とする と、 ルータによって拒否されます。 また電話機は機能しません。
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Q. SRST ルータに登録する電話機を正確に指定する方法はあ り ますか。

A. SRST 1.0 の場合、 この指定には 「access-list」 が使用できます。 IP アドレスに基づいて登録を許可されていない IP フォン

をフ ィルタ処理し、登録を許可された IP フォンを承認するよ うにします。SRST 2.0 では、「ip source address」 コマンドに 「strict-
match」 または 「any-match」 オプシ ョ ンが導入されています。 「strict-match」 は、 IP フォンを異なるサブネッ ト上のグループに

分割し、各グループに異なる  DHCP デフォルト  ルータまたは TFTP サーバ アドレスを割り当てるこ とで、登録を許可される  IP
フォンの数を制限します。 このオプシ ョ ンを使用する と、 アドレス  x.x.x.x を正確に使用してサービスを要求する電話機のみが

サービスを許可されます。CallManager 3.1 リ リースの 新の Bravo フォン ロードである  P00303010106 と  P0040301010106 では、

CallManager は enable/disable タグ制御を追加して、電話機ごとに SRST サポート をオンまたはオフにします。デフォルト設定は

「disabled」 です。 これは、 リモート  オフ ィ スやブランチ オフ ィ スの電話機ごとに、 管理者が SRST フラグを 「enabled」 に設定

する必要がある という こ とです。 このオプシ ョ ンを使用する と、SRST 機能のサポートが必要な電話機のみを選択的に有効にす

るこ とができます。

Q. ブランチ オフ ィ スの IP フォンの数が、 サポート されている電話機の 大数を超えた場合、同じブランチ内に 2 つの SRST
ルータを使用するこ とはできますか。

A. はい。 IP フォンを異なる  VLAN/サブネッ トにグループ化すれば、各グループをどちらか一方の SRST ルータに登録できま

す。 ただし、 両方の SRST ルータ間の接続が VoIP の場合、 H.323 エンドポイン トではコール転送によ り問題が発生する可能性

があ り ます。 これは、 SRST 2.0 以前では特別なコードを追加して H.323 エンドポイン ト間のコール転送を機能させるこ とがで

きるため、 SRST 2.1 よ り前のリ リースでは H.450 がサポート されていないこ とが原因です。 関連するすべてのルータが H.450
を認識しサポートする場合、 この例での SRST 2.1 はコール転送/自動転送を機能させるこ とができます。 SRST 3.0 には二重回

線のサポートが追加されたため、 Cisco IOS 12.3(14)T では打診転送の利用が可能です。

Q. SRST ではダイヤルプラン  パターンはどのよ うに機能しますか。

A. ダイヤルプラン パターンは、 グローバル プレフ ィ クスの作成に使用します。 このプレフ ィ クスを使用する と、 （Cisco IP
Phone から自動的に取得される） 省略された内線番号を完全修飾された E.164 番号に拡張できます。 ダイヤルプラン パターン

は、 Cisco IP Phone 回線をゲート キーパーに登録する場合にも必要です。 extension-length キーワードを使用する と、 完全

な E.164 電話番号を内線番号に変換して、発信者 ID の表示や受信したコール、非受信着呼のリ ス ト を作成するこ とができます。

たとえば、 ある会社が複数のサイ トで内線番号 5000 ～ 5099 を使用している と します。 ローカル ルータには内線 5000 ～ 5009
のみが存在します。5044 からの着信コールは、会社の内部 ISDN ネッ ト ワークから着信し、このコールには発信番号 4083335044
が完全な E.164 形式で含まれます。

Q. 強化されたダイヤルプラン  パターンは、 どのよ うに機能しますか。

A. SRST 2.1 では新しいキーワード 「extension-pattern」 が追加されました。 これによ り、 IP フォンの省略された内線番号のプ

レフ ィ ッ ク ス部分を追加で操作できる よ う にな り ま した。 この拡張機能では、 extension-pattern の先頭の数字が削除されて、

dialplan-pattern の対応する先頭の数字に置き換えられます。 これによ り、 408-550-0001 といった DID 番号が、 先頭に 0 が付い

た 4 桁の内線番号 0001 になるのを回避できます。

Q. CM と  SRST では、 Extension Mobility はサポート されていますか。

A. SRST では Extension Mobility はサポート されていません。Extension Mobility のサポートについては、IP フォンは Cisco CallManager
のサポートに依存しています。 SRST モードの場合、 ルータにどのよ うなプロファ イル （内線番号など） が含まれていても、 IP
フォンは SRST ルータにフォールバッ ク します。

IVR AA
Q. SRST では IVR Auto-Attendant （AA） はサポート されていますか。

A. はい。 IVR AA は、 SRST 2.0 と  2.1 の両方でサポート されています。 設定、 サンプル スク リプ ト、 およびプロンプ トにつ

いては、 IVR AA のアプ リ ケーシ ョ ン  ノー ト を参照して ください。 サンプル ス ク リプ ト では、 Cisco CallManager サイ トの IP
IVR のパイロ ッ ト番号に対してコールを設定するためにルーチンを追加しています。コールが失敗した場合、スク リプ トはロー

カル SRST ルータで実行を続行します。
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Q. IVR AA はどのよ うに動作しますか。

A. IVR AA パイロ ッ ト番号への着信コールがルータに着信する と、 ルータはコール レッグを設定して、 Cisco CallManager の
パイロ ッ ト番号または IP IVR 番号にアクセスしよ う と します。 Cisco CallManager が稼働していて、 IP IVR ポートが使用可能な

場合、 コールは成功し、 発信側では IP IVR が再生するプロンプ トが聞こえます。 ただし、 WAN または Cisco CallManager が停

止している場合、 または IP IVR ポートがビジーの場合、 コールの設定は失敗し、 発信側では SRST ルータが再生するプロンプ

トが聞こえます。 発信側は IVR AA 番号をダイヤルする必要があ り ます。 さ らに、 ルータには Cisco CallManager パイロ ッ ト番

号 （IP IVR 番号） が設定され、 SRST ルータには IVR AA 機能を起動できないよ うな設定がなされている必要があ り ます。

Q. SRST ルータで IVR AA スク リプ ト を使用して発呼する場合、 別の電話番号をダイヤルするこ とはできますか。

A. いいえ。 SRST ルータで IVR AA 機能を実行するには、 IVR AA パイロ ッ ト番号をコールする必要があ り ます。 他の番号を

コールする と、 IVR AA 機能は起動しません。

Q. SRST の詳細とサンプル設定は、 どこで入手できますか。

A. 詳細については、 次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/products_feature_guides_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps2169/prod_white_papers_list.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/voicesw/ps2169/products_feature_guide09186a008018912f.html
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