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このラボについて 
この事前設定済みデモンストレーションのガイドには、次の内容が含まれています。 
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 PSTN 接続用ローカル ゲートウェイの導入 
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付録 B. ローカル ゲートウェイの全設定 

次に必要な作業 
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制限事項 

このガイドのシナリオは、このラボで指定された要件を満たしながら、Cisco® Webex Control Hub ソリューションを
設定する 1 つの方法を示すものです。お客様の環境や目標/要件によって、さまざまな方法があります。設計やインス
トールを実際に行う前に、最新のすべてのシスコ公式マニュアルに必ず目を通してください。このラボは主に教材として
の利用を意図しています。特定の情報をお伝えするために、場合によってはベスト プラクティスに従っていないことが
あります。本ガイドに記載の設定内容はラボ環境向けです。そのままでは日本の環境に使用することはできません。 

カスタマイズ オプション 

このラボに関連するカスタマイズ オプションはありません。 

要件 
次の表に、このデモンストレーションの要件概要を示します。 

必須 オプション 

Cisco AnyConnect® クライアント なし 

ラップトップ  

Cisco マルチプラットフォーム電話機（MPP） 
（Cisco Webex® Calling 用） 
デスクトップまたはモバイル コーリング クライアントも
使用可能 

 

このソリューションについて 

Cisco Webex Teams 概要 

Cisco Webex は、完結したコラボレーション スイートを提供するアプリケーション セントリックなクラウドベースの
サービスです。チームは同じ場所にいても、離れていても、作成、会議、メッセージング、通話、ホワイトボードの利
用、共有を行うことができます。これにより、会議前、会議中、会議後で統合された継続的なワークストリームが実現し
ます。Cisco Webex は、チームのシームレスな連携を実現するために作られました。仕事の質を高める、シンプル、セ
キュア、かつオープンな、完結したサービスです。 

コミュニケーションはアジャイル、モバイル、コラボレーティブでなければなりません。これはすべてモバイル デバイ
スとインフラストラクチャとアプリケーションにおいて進化する技術革新によるものです。Cisco Webex サービスは、
業界をリードするコミュニケーション ツールを緊密に統合して、瞬時のコミュニケーションとリアル タイムの会議を可
能にし、これまでにないコラボレーション体験を実現します。こうしたメリットを提供できるのは、シスコのクラウドの
みです。Webex Teams™ には継続的なデリバリ モデルがあります。このモデルでは、機能が定期的にリリースされま
す。help.webex.com をチェックして常に最新の情報を確認してください。 

https://help.webex.com/


ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 3/68ページ 
  

Cisco Webex Calling 概要 

Webex® Calling は、オンプレミスの PBX 電話サービスに代わる、マルチテナントのクラウドベースのサービスを提供する
コラボレーション Flex Plan です。シスコ ブランドで提供され、付加価値リセラー（VAR）がプロビジョニングします。
VAR は現地法に準拠した電気通信事業者ではないため、PSTN サービスを提供できません。PSTN サービスは、エンタープ
ライズ ローカル ゲートウェイを導入することで活用できます。Webex Calling では、メディア品質メトリックに従った
サービス アシュアランスも実現しています。Webex Calling は、Webex Teams と Meetings にバンドルできます。 

ローカル ゲートウェイは現在、Webex Calling を利用している企業に PSTN アクセスを提供する唯一のオプションで
す。ローカル ゲートウェイは、スタンドアロンで導入することも（本ラボの対象）、Cisco Unified Communications 
Manager と統合して導入することもできます。 

トポロジ 
このデモンストレーションでは、サーバとして仮想マシンを数台使用します。ほとんどのサーバは、管理者レベルのアカ
ウントを使うことで自由に設定できます。管理者アカウントの詳細については、本ラボ ガイドの手順およびサーバ詳細
表で説明しています。 

dCloud のトポロジ 
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機器の詳細 

名前 説明 ホスト名（FQDN） IP アドレス ユーザ名 パスワード 

ローカル ゲートウェイ CSR1000V（IOS-XE 16.9.3） N/A 198.18.133.226 admin dCloud123! 

PSTN サービス SIP サービス プロバイダー N/A 198.18.133.3 N/A N/A 

ローカル ゲートウェイ CSR1000V N/A 198.18.133.226 admin dCloud123! 

AD1 Active Directory、DNS、AD FS  ad1.dcloud.cisco.com 198.18.133.1 administrator C1sco12345 

Exchange Microsoft Exchange 2016 mail1.dcloud.cisco.com 198.18.133.2 administrator C1sco12345 

Workstation 1 Windows 10 wkst1.dcloud.cisco.com 198.18.1.36 cholland C1sco12345 

Workstation 2 Windows 10 wkst2.dcloud.cisco.com 198.18.1.37 aperez C1sco12345 

Workstation 3 Windows 10 wskt3.dcloud.cisco.com 198.18.1.38 kmelby C1sco12345 
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セッション ユーザ 
以下の表には、セッションで使用可能な事前設定済みのユーザについての詳細が記載されています。 

ユーザの詳細 

ユーザ名 ユーザ ID パスワード エンドポイント デバイス 内線番号 導入モデル 

Charles Holland cholland C1sco12345 Cisco Webex Teams 6018 ハイブリッド 

Anita Perez aperez C1sco12345 Cisco Jabber®/Teams 6017 ハイブリッド 

Kellie Melby kmelby C1sco12345 Cisco Jabber/Teams 6050 ハイブリッド 

Taylor Bard tbard C1sco12345 Webex Calling エンドポイント 
または Cisco Calling アプリ 

6021 クラウド 

Rebekah Barretta rbarretta C1sco12345 Webex Calling エンドポイント 
または Cisco Calling アプリ 

6022 クラウド 

Stefan Mauk smauk N/A Webex Calling エンドポイント 
または Cisco Calling アプリ 

6023 クラウド 

はじめに 
プレゼンテーションの前に 

Cisco dCloud では、実際の対象者の前でプレゼンテーションを行う前に、実際に dCloud セッションを作成して、 
このドキュメントのタスクを実施しておくことを強く推奨します。そうすることで、ドキュメントとコンテンツの 
構成に慣れることができます。 

場合によっては、このガイドに従って確認した後に新しいセッションを再スケジュールして環境を最初の構成に 
リセットする必要があります。 

プレゼンテーションを成功させるには入念な準備が不可欠です 

 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る][英語]（講師がいる場合はスキップ） 

注：セッションがアクティブになるまで、最長で 45 分かかることがあります。 

2. [表示（View）] をクリックしてアクティブなセッションを開きます（講師がいる場合はスキップ）。 

3. ラップトップに Cisco AnyConnect をインストールし、dCloud ユーザ インターフェイスで AnyConnect クレデン
シャルを使用してアクセスします。[手順を見る] [英語] 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
http://dcloud-rtp-web-1.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html
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4. スタンドアロンのラップトップまたは他のデバイスから直接セッションに接続する場合は、ラップトップに Cisco 
AnyConnect をインストールし、Cisco dCloud ユーザ インターフェイスで AnyConnect のクレデンシャルを使って
アクセスします。[手順を見る] [英語] 

• 推奨方法：Cisco AnyConnect [手順を見る] [英語] およびラップトップのローカル RDP クライアントを使用します。 

• Windows ユーザ：各仮想マシンに接続を保存する場合、いずれかのバージョンの Remote Desktop Manager 
を使用することをお勧めします。例として、Microsoft の Remote Desktop Connection Manager
（https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989）があります。 

• Mac ユーザ：仮想マシンに接続するには、Microsoft Remote Desktop（MRD）[ ] または CoRD [ ]  
アプリケーションを使用することをお勧めします。MRD は、Mac App Store から無料でダウンロードできます。
CoRD は http://cord.sourceforge.net/ [英語] から無料でダウンロードできます。どちらのアプリケーションを使用し
ても、各仮想マシンの接続を保存できます。Mac に付属している Microsoft リモート デスクトップ クライアント
は使用しないでください。AD1 および Mail1 仮想マシンとの接続にセキュリティ上の問題があります。 

5. MPP 電話機のファームウェアが適切なことを確認したら、MPP 電話機が初期設定の状態でない場合、各 MPP 電話
機を初期設定にリセットしてからラボを開始します（講師がいる場合はスキップ）。 

注：最良の結果を得るため、Web ブラウザには Firefox または Chrome を使用してください。 

6. このラボを実行するには、dCloud ダッシュボードのセッション ページにある、[セッションの詳細（Session 
Details）] タブの情報が必要になります。Collaboration Edge ドメイン情報を取得してください。各クライアント
は固有のドメインを使用します。次の図は 1 つの例を示しています。実際のセッションで次の図の情報は使用しな
いでください。ラボの間に参照できるように、この情報をメモしておくことを強くお勧めします。 

[セッションの詳細（Session Details）] タブの例 

 

http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html
http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989
http://cord.sourceforge.net/
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 Cisco Webex Control Hub Organization の初期設定 

 

価値提案：Cisco Webex Control Hub は、Cisco Webex サービスおよび Webex ハイブリッド サービス（ハイブリッド 
コーリング サービス、ハイブリッド カレンダー サービス、ハイブリッド ディレクトリ サービス、ビデオ メッシュな
ど）のプロビジョニングと管理を直感的な操作で一括で行える、Web ベースの管理ポータルです。 

 

このシナリオでは、初期の管理者アカウントを検証します。トライアルはすでに開始されており、ユーザはすでに作成さ
れています。 

また、組織管理者である Charles Holland は、パスワードをすでに dCloud123! に設定しています。顧客トライアルを
作成する手順は次のリンクより確認できます。https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/npv2y12 [英語] 

手順 

トライアルを作成して Charles のパスワードを設定するための初期化スクリプトが正しく実行されたか確認します。 

1. まだ接続していない場合は、Cisco AnyConnect を使用して、ラボ セッションに VPN 接続します。ログイン情報
は、講師から提供されるか、アクティブなセッションの [セッションの詳細（Session Details）] タブに記載されて
います。 

2. Workstation 1（198.18.1.36）への RDP (Remote Desktop) 接続を作成し、ユーザ名：dcloud\cholland、パス
ワード：C1sco12345 でログインします。 

3. タスクバー [ ] のアイコンを使用して Microsoft Outlook を開きます。 

4. プロファイル名として Charles と入力し、[OK] をクリックします。 

 

5. [受信トレイ（Inbox）] に、「Cisco Webex サービス トライアルへようこそ（Welcome to Cisco Webex 

Trial）」という件名の電子メールと「パスワードが更新されました（Your password was updated）」という件名
の電子メールがあります。これらの電子メールのいずれかまたは両方が表示されない場合は、Charles のパスワード
を手動で設定する必要があります。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/npv2y12
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6. Chrome Web ブラウザで https://admin.webex.com を開き、cholland@cbXXX.dc-YY.com と入力します。[サイ
ンイン（Sign In）] をクリックします。 

日本語版注:  ドメイン名の XXX および YY 部分は、Outlook ウィンドウのタイトルバー、または dCloud のセッ
ション詳細 (Session Details) の最下部に表示されている DNS Address 情報から知ることができます。 

7. パスワード dCloud123! を入力し、[サインイン（Sign In）] をもう一度クリックします。 

8. プロンプトが表示されたら [承認（Accept）] をクリックします。 

9. Webex Control Hub（https://admin.webex.com）に接続されている Workstation 1 で開いた Chrome Web ブラウザ

を最大化して、ユーザが同期されていることを確認します。ポータルで、[ユーザ（User）] タブ [ ] をク
リックします（すでに表示している場合はページを更新します）。 

10. 8 人のユーザとそれぞれのアバター、電子メール アドレスや名前などのユーザ情報のリストが表示されます。 

日本版注: Control Hub では画面左下のユーザ名をクリックし、言語を日本語に変更することができます。 

   ⇒         ⇒       
 
上記画面の日本語版は以下のようになります。本ガイドでは日本語画面を英語画面と併記している箇所がありま
す。その場合、青枠で日本語画面を示しています。 

https://admin.webex.com/
https://admin.webex.com/
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 Webex Calling – 通話機能 

 

価値提案：エンタープライズグレードのクラウド コーリング、モビリティ、PBX 機能を、メッセージングの Cisco 
Webex Teams、ミーティングの Webex Meetings、ソフト クライアントまたはシスコの電話機からの通話機能と合わ
せて利用できると想像してみてください。これはまさに、100 人以上のユーザと既存のオンプレミス PBX インフラスト
ラクチャを使用するお客様のクラウドへのスムーズな移行とともに、Cisco Webex Calling が提供する機能です。 
 

Cisco Webex Calling の特徴： 

• テレフォニー ユーザと共通エリアのためのコーリング サブスクリプション 

• 信頼できる地域のサービス プロバイダーが提供する安全で信頼性の高いクラウド サービス 

• モバイル ワーカー向けの包括的な通話機能を提供する、デスクトップおよびモバイル デバイス用  
Cisco Webex Calling アプリ 

• すべてのユーザに Webex Teams でアクセスすることで、優れたユニファイド コミュニケーションによる 
チーム コラボレーションを強化 

• エンタープライズ ユーザが求めるプレミアムなミーティング体験を提供する Cisco Webex Meetings 
（オプション） 

• PSTN 接続用 ローカル ゲートウェイ 

• 付加価値リセラー（VAR）チャネルを通じて販売 

• Webex ブランド 

• PSTN 接続および利用料は別途必要 

• Cisco MPP 電話機 サポート 

• Webex Teams からの通話の呼び出し 
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手順 

Webex Calling を Taylor と Rebekah に設定 

1. Webex Control Hub（https://admin.webex.com）で、左側のメニューから [ユーザ（Users）] を選択します（まだ 
ログインしていない場合は、ユーザ名 cholland@cbXXX.dc-YY.com とパスワード dCloud123! を使用してログイン 
します）。 

2. ユーザ リストから [Rebekah] をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。 

3. このページの [Calling] の下で Webex Calling をチェックし、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

https://admin.webex.com/
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4. 電話番号は [なし（None）] のままにしておきます。[内線（Extension）] に 6022 と入力します。 

 

注：このラボでユーザと機能にて使用するのは内線のみです。 

5. [完了（Finish）] をクリックします。 

6. Taylor のユーザ アカウントを編集し、Webex Calling サービスを追加します。[内線（Extension）] を 6021 に設
定します。 

7. (オプション、強く推奨) 後でテストする際に備えて、Webex Calling でもう 1 人ユーザ（Stefan Mauk）を設定し
ます。内線 6023 を使用します。このユーザは、通話機能をテストするために通話を開始するために使用します。 

Taylor の Multiplatform Phone（MPP 電話機）の設定 

MPP 電話機を使用する場合は、以下の指示に従って登録してください。MPP 電話機を使用しない場合、このラボでは 
Webex Calling アプリが あれば十分です。MPP 電話機を使用しない場合は、次のセクションに進むことができます。 

1. Control Hub で、[デバイス（Devices）] をクリックします。 

2. [デバイスを追加（Add Device）] をクリックします。 

3. [既存のユーザ（Existing User）] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 
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4. Taylor Bard を検索し、[次へ（Next）] をクリックします。 

5. 最初のボックスに MPP 電話機の背面に記載されている MAC アドレスを入力します。ワイヤレスで接続されていな
い限り、WLAN MAC（存在する場合）は使用しないでください。ドロップダウン メニューから [追加する MPP 電話
機のモデル] を選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

注：使用している MPP 電話機が初期設定 (Factory Reset) にリセットされていない場合、ここで工場出荷時状態にリ
セットします。電話機がすでに初期設定にリセットされ、電源がオンになっている場合は、電話機を再起動して登録プロ
セスを再試行します。 
MPP 電話機が起動後、MAC アドレスを登録したにもかかわらず、16 桁の Activation Code 入力を求められた場合も工
場出荷時にリセットする必要があります。 

6. 電話の起動後、パスワードの設定を求めるプロンプトが表示されたら、[スキップ（Skip）] を選択します。 

数分後に電話機が登録されます。 

注：この時点で、Control Hub では、電話デバイスのステータスは常に [状態が不明です（Status Unavailable）] と示さ
れます。電話のステータスはすぐに利用可能になりますが、このガイドの執筆時点ではリリースされていません。 

Webex Calling アプリケーションの設定 

他のユーザについては、電話の発着信に Webex Calling アプリケーションを使用します (Taylor 用の MPP 電話機がない
場合は、Webex Calling アプリのいずれかを使用してください）。将来的には、Webex Teams アプリから直接クラウド 
コーリングを行うことができるようになります。このガイドの執筆時点ではこの機能はまだ利用できません。ユーザは、
次に示す方法でユーザ毎に用意された各自のユーザ ポータルからデスクトップ アプリをダウンロードできます。 

使用しているコンピュータから、別の Web ブラウザまたはシークレット/プライベート ウィンドウで 
https://settings.webex.com に移動します。 

注：同じコンピュータ上で複数のユーザでのサインインの問題を回避するために、別のブラウザを使用することをお勧め
します。同じブラウザを使用される場合はシークレット/プライベートモードにて別のウィンドウを使用してください。 
Webex Teams のユーザ名とパスワードを使用してログインします。たとえば、Rebekah のログイン情報は次のように
なります。 

 ユーザ名：rbarretta@cbXXX.dc-YY.com 

 パスワード：dCloud123! 

1. ログイン後、上部にある [Webex Calling] をクリックします。これにより、Cisco Webex Calling ユーザ ポータル
が起動します。 

 

https://settings.webex.com/
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日本語版注: ユーザポータルの右上にあるユーザ名のプルダウンメニューから表示言語を日本語に変更すること
ができます。 

 
 

2. [マイアプリ（My Apps）] をクリックします。 

3. デスクトップ ソフトウェアの [ダウンロード（Download）] をクリックします。ダウンロード後、ソフトウェアを
コンピュータにインストールします。 

4. Webex Calling アプリケーションを開いて条件に同意し、[地域の選択（Region）] のプロンプトが表示されたら [北
米（North America）] を選択して、[継続（Continue）] をクリックします。 

注：ラボのすべてのトライアルは北米地域で設定されています。 

5. クライアントが設定更新した後、[サインイン（Sign In）] をクリックします。 

6. [サインイン（Sign In）] をクリックした後、ユーザの Webex Calling ポータルのクレデンシャルを使用してログイ
ンします。 

Outlook 統合化、デフォルトの電話アプリケーション許可については [はい (Allow/OK)] を選択します。 

注：デスクトップ アプリの場合は、ブラウザのログイン情報を使用してアプリを認証します。現在 Webex Calling  
ユーザ ポータルにログインしているブラウザで、[ログイン（Login）] タブが開いていることを確認する必要がありま
す。開いていない場合、ログインは機能しないことがあります。 

Google Play と Apple App Store にもモバイル クライアント アプリがあります。Google Play または Apple App Store
にて Webex Calling を検索し、モバイル デバイスにダウンロードします。プロンプトの指示に従って、他のユーザとア
プリにサインインします。サインイン後にすべてのプロンプトで [許可/OK（Allow/OK）] をタップすることが重要で
す。これを行わないと一部の機能は使用できません。  
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通話機能の設定 

クライアントをインストールし、ログインできました。これから通話機能の設定を行います。最初にすべてを設定してか
ら、最後に動作テストをします。 

新しい通話機能の追加 

通話機能設定を追加します。これらの機能をシステムにプロビジョニングするには時間がかかります。プロビジョニング
に時間がかかるため、最初に必要な機能を一度に追加してから、設定を行います。 

1. Control Hub で [サービス（Services）] に移動し、[通話（Call）] カードにある [機能（Features）] リンクをクリッ
クします。 

自動音声応答がすでに存在していることがわかります。この機能はセッションの起動時に作成されたものです。この機能
は後で編集します。 

2. [新機能（New Feature）] をクリックします。ポップアップ画面で [ハントグループ（Hunt Group）] をクリックし
ます。 

3. 場所 (Location) のドロップダウン メニューを使用して、リストから [dCloud] を選択します。 

4. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 

ハント グループの内線は後で割り当てます。 

最後に表示された画面を見ると、機能のプロビジョニングが進行中であることがわかります。これが、機能の追加をまと
めて先に行う理由です。このタイミングで前に進んで残りの機能を作成します。ページの右上にある [注文（Orders）] 
をクリックすると、作成中のすべての機能/注文のステータスをいつでも確認できます。 

日本語版注: 機能追加後、画面上部のメニューにていったん別の項目(ロケーション (Location) 等)を表示させて
から再度、機能(Features) を選択して画面の再読み込みを行わせることでハントグループ機能が追加されたこと
が確認できます。 

5. [新機能（New Feature）] をクリックし、[ページンググループ（Paging Group）] をクリックします。 

6. 場所 (Location) は [dCloud] を選択します。 

7. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 

8. [新機能（New Feature）] をクリックし、[通話キュー（Call Queue）] をクリックします。 

9. 場所 (Location) は [dCloud] を選択します。 

10. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックします。 
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通話機能の設定 

すべての機能がプロビジョニング完了されるまでの間に、すでにプロビジョニングされたいくつかの機能の設定を開始し
ていきます。1 つ目はハント グループです。 

ハント グループ (Hunt Group) の設定 

前に追加したハント グループの設定をします。次の 2 つのシナリオのハント グループを設定します。 

• セールス チームは順番に電話がルーティングされることを希望しています。つまり、電話着信が 1 台の電話で
鳴っても応答されない場合、次のユーザの電話を鳴らすようにしたいということです。 

• サポート チームは、対応可能な最初のエージェントが電話に応答できるように、すべてのユーザの電話を一斉に
鳴らしてほしいと考えています。 

1. ハント グループが [通話機能（Call Features）] ページにまだ表示されていない場合は、ページを更新します。 

2. [ハントグループ（Hunt Group）] カードの […] から [編集（Edit）] をクリックします。 

Webex Calling Admin ポータル (CAP) で新しいタブが開きます。これは作成した機能ごとに示されます。ここからは、
Control Hub に移動して [編集（Edit）] をクリックするのではなく、Webex Calling Admin ポータル (CAP) 内ですべて
設定します。 

3. Hunt Group など、ハント グループに関連する名前を入力します。 

4. [電話番号（Phone Number）] で、ドロップダウン リストから [（空）（(empty)）] を選択します。 

5. [内線番号（Extension）] に 6030 と入力します。 

6. [発信者 ID（Caller ID）] に名前を入力します。 
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7. ページの右下で、[保存（Save）] をクリックします。 

8. ページが更新されたら、左側のメニューから [コールルーティング（Call Routing）] をクリックします。 

9. [個別着信（One at a time）]  を選択し、次に [順次着信 (Top Down)] を選択します。 
このオプションは、[電話（Phones）] セクションで設定された割り当て順に 1 ユーザずつ呼び出されます。常に同
じユーザから開始され、同じ順序で呼び出されます。[割り当て済み（Assigned）] リストの一番上に設定されてい
るユーザが最初に呼び出され、その後はリストされている順序で呼び出されます。コール ルーティングのタイプと
各タイプの詳細については、こちら [英語] をクリックしてください。このページにはハント グループの概要も示さ
れ、ラボでとりあげてない設定など、設定の詳細が記載されています。 

10. [設定された回数の呼出音の後に進む（Advance after a set number of rings）] チェックボックスをチェックにし、
呼出音数を 3 回に設定します。 

11. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

12. ページが更新されたら、左側のメニューから [電話（Phones）] をクリックします。 

13. [検索と割り当て（Find and Assign）] 内でクリックして検索し、Taylor Bard および Rebekah Barretta を選択し
ます。 

14. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

15. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、ハント グループの設定を閉じます。 

https://callinghelp.cisco.com/hunt_groups/
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通話キュー (Call Queue) の設定 

通話キューは、電話がかかってきた際に割り当てられたすべてのユーザ（エージェント）が対応できない場合に、クラウ
ドで通話を一時的に保留します。キューに入れられた通話は、ユーザ(エージェント) が対応可能になり次第、そのユーザ
(エージェント) へルーティングされます。各通話キューには番号が割り当てられます。これは、外部の発信者が通話
キューにアクセスするための電話番号です。通話キューには内線も割り当てられ、この内線番号でダイヤルして通話
キューにアクセスすることもできます。 

ラボでは、基本の通話キューを設定します。通話キューのさらに高度な設定の詳細については、こちら [英語] をクリック
してください。 

1. Webex Calling ポータル内から [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] タブで、[コールキュー（Call Queues）] をクリックします。 

3. Control Hub で以前設定した通話キューの 1 つで [割り当てます（Assign）] をクリックします。 

4. 左側のメニューから [着信通話 (Incoming Calls ) ]をクリックします。[コールキュー名 (Call Queue name) ] に  
Call Queue などの通話キューに関連した名前を入力します。 

5. [電話番号（Phone Number）] で、ドロップダウン リストから [（未指定）（(empty)）] を選択します。 

6. [内線（Extension）] に 6031 と入力します。 

7. [発信者 ID（Caller ID）] に名前を入力します。 

 

8. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

9. ページが更新されたら、左側のメニューから [キュー設定（Queue Settings）] をクリックします。 

https://callinghelp.cisco.com/modify_call_queues/


ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 19/68ページ 
  

10. [通話対応可能なエージェントに送信されたとき、発信者に呼出音を再生（Play ringing tone to callers when their 
call is sent to an available agent）] チェックボックスをオンにします。 

11. [詳細設定（Advanced Settings）] をクリックします。 

12. [ウェルカムメッセージ (Welcome Message) ] のスイッチを On にし、[ウェルカムメッセージは必須（Welcome 
message is mandatory）] の横にあるチェックボックスをオンにします。 

13. [推定される待ち時間をキューの通話に再生（Estimated Wait Message for Queued Calls）] をオンに切り替えます。 

14. [キューの位置をアナウンス（Announce Queue Position）] のオプション ボタンを選択します。 

15. [保留音（Hold Music）] をオンに切り替えます。 

16. [キュー待機時間後にオーバーフローとして通話をマーク（Mark calls as overflow after queue wait time）] の
チェックボックスをオンにし、入力欄に 80 を入力します。 

17. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

18. ページが更新されたら、左側のメニューから [コールルーティング（Call Routing）] をクリックします。 

19. [コールルーティング（Call Routing）] で、[個別着信（One at a time）] 、次に [順次着信 (Top Down) ] を選択し
ます。 

20. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

次に、通話キューにエージェントを割り当てる必要があります。 

21. ページが更新されたら、左側のメニューから [エージェント（Agents）] をクリックします。 

22. [検索と割り当て（Find and Assign）] 内でクリックして検索し、Taylor Bard および Rebekah Barretta を選択
します。 

23. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

24. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、通話キューを閉じます。 

自動音声応答 (Auto Attendant) の設定 

自動音声応答によって電話応答し、発信者対応します。グリーティングの追加、メニューの設定、通話のルーティング
（留守番電話サービス、ハント グループ、ボイスメール ボックス、またはユーザへルーティング）が可能です。24 時
間のスケジュールを作成することも、営業時間内または時間外にそれぞれ別のオプションを指定することもできます。発
信者 ID 属性に基づいてコールをルーティングして VIP リストを作成したり、特定の市外局番からの通話を異なる方法で
処理することもできます。 
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前述したように、自動音声応答はラボの開始時にすでに作成されています。新しい自動音声応答の追加は、前に設定した
機能と同様の手順で行うことができます。 

1. Webex Calling ポータル内から [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] タブで、[自動音声応答（Auto Attendants）] をクリックします。 

3. 自動音声応答の設定ページに移動します。番号とスケジュールがすでに作成されています。テストのために、割り当
てられた [スケジュール（Time Schedule）] を後で編集して、ラボでいつも実行されるようにします。 

4. [アクション（Actions）] をクリックし、[サービスの編集（Edit Service）] を選択します。 

5. 内線を 6020 に変更します。 

6. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

7. ページが更新されたら、左側のメニューから [スケジュール作成（Schedule）] をクリックします。 

8. 次の画面で、[タイムスケジュールを編集（Edit Time Schedule）] をクリックします。 

9. [スケジュールイベント（Schedule Events）] では、曜日がイベント名で表されます。日曜日を表す 1 から始まり、
2 は月曜日と続きます。ラボを実施する曜日に対応するイベントの [編集（Edit）] をクリックします。たとえば、 
木曜日にラボを実施する場合は、[イベント 5（event 5）] の [編集（Edit）] をクリックします。 
日本語版注: 1-日曜日, 2-月曜日, 3-火曜日, 4-水曜日, 5-木曜日, 6-金曜日, 7-土曜日 

10. 正しいイベントを選択したことを確認するには、[反復（Recurrence）] をクリックします。[反復時（Recur On）] 
で選択した曜日が表示されます。 

11. [イベント（Events）] をクリックします。 

12. 曜日を示す [名前（Name）] を変更して（日曜、月曜、火曜など）、後で確認しやすくします。 

13. ラボでは、[終日イベント（All Day Event）] の横にあるチェックボックスをオンにします。これで、後からテストす
るときに、時間に関係なく実施できます。 

14. [保存する（Save）] をクリックします。 

特に他の曜日にラボの使用を計画している場合は、その曜日の他のイベントを自由に編集できます。 

15. 曜日を編集した後、[保存する（Save）] をクリックします。 

16. [スケジュール（Schedule）] ページの右下にある [保存する（Save）] をクリックします。 

17. ページが更新されたら、左側のメニューから [メニュー（Menu）] をクリックします。 
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18. 各番号のドロップダウン メニューを使用して、以下の表にある [営業時間（Business Hours）] のパラメータを設定
します。 

 自動音声応答営業時間の設定 

設定 構成 

0 未使用（Not Used） 

1 内線番号によってダイヤル（Dial By Extension） 

2 名前によってダイヤル（Dial By Name） 

3 プロンプトなしで内線に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）] に 6021 を入力 
説明：Dial Taylor 

4（確認するには [表示を増や
す（Show More）] をクリッ
クする必要があります） 

プロンプトなしで内線に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）] に 6030 を入力 
説明：Hunt Group 

5 プロンプトなしで内線に転送（Transfer To Extension Without Prompt） 
[番号（Number）] に 6031 を入力 
説明：Call Queue 
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後で設定した番号をテストしますが、テストに必要な他の番号を自由に設定できます。各オプションの説明やカスタム 
グリーティングの設定方法など詳細については、こちら [英語] をクリックしてください。 

19. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

20. ページが更新されたら、ページの右上にある [ ] をクリックして、自動音声応答の設定を閉じます。 

次に、自動音声応答のプロンプトを録音できるように、音声ポータルのパスワードを設定します。 

21. [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックしてから、[サイトパッケージの設定（Site Package Settings）] 
タブに移動します。 

22. リストで [音声ポータル（Voice Portals）] をクリックします。 

23. 画面右上の [ロケーション（Location）] ドロップダウン メニューから [dCloud] を選択し、表示された一覧にすでに存
在している音声ポータルを選択し、[アクション (Actions) ] プルダウンメニューから[サービスの編集（Edit Service）] 
をクリックします。 

24. 内線を 6032 に変更します。 

25. [新しいパスコード（New passcode）] と [新しいパスコードを確認してください（Confirm new passcode）] に 
1357 を入力します。 

26. [保存する（Save）] をクリックします。 

これで電話をかけて、自動音声応答用の音声プロンプトを録音できるようになります。 

27. 自分の電話機から音声ポータルの内線番号（6032）にダイヤルします。 

28. 音声プロンプトが聞こえたら、米印/アスタリスク ボタン [*] を押します。メールボックス ID として、音声ポータル
の内線番号（6032）を入力後シャープ [#] を押します。 

29. パスコード 1357 を入力し、[#] を押します。 

30. 1 を押して自動音声応答グリーティングを変更します。 

31. 1 を押して、営業時間用のグリーティングを変更します。 

32. 1 を押してグリーティングを変更します。 

33. 会社に電話をかけてきた人への挨拶として新しいグリーティングを録音し、前に設定したオプションを示します。 
録音が終了したら、[#] を押します。 

34. 録音後、2 を押して録音したグリーティングを聞くか、1 を押してグリーティングを再録音します。 

35. 自動音声応答のグリーティングの作成が完了したら電話を切ります。 

https://callinghelp.cisco.com/manage_auto_attendants/
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グループ コール ピックアップ (Group Call Pickup) の設定 

グループ コール ピックアップを使用すると、ユーザはピックアップ グループ内のユーザへの着信に対して応答できま
す。ピックアップ グループは、サイト内でグループの管理者が定義したユーザのグループで構成され、コール ピック
アップ機能が適用されます。グループ コール ピックアップ機能を使用するには、コール ピックアップ グループを追
加、変更、削除したり、特定のユーザをそのピックアップ グループに割り当てる必要があります。 

コール ピックアップ サービスを使用するには、次の条件が満たされている必要があります。 

• ユーザは、1 つのコール ピックアップ グループにのみ割り当てることができます。 

• コール ピックアップ グループには、同じサイトのユーザのみ割り当てることができます。 

• 1 つのサイトに複数のコール ピックアップ グループが存在できます。 

• コール ピックアップ グループ名は一意である必要があります。 

• ユーザをコール ピックアップ グループに割り当てると、そのユーザに対して有効になっている Barge-in 制限が
解除されます。 

1. Webex Calling Admin ポータル内から [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [コールルーティング（Call Routing）] タブから [コールピックアップ（Call Pickup）] をクリックします。 

3. [追加（Add）] をクリックします。 

4. [グループ名（Group Name）] に Call-Pickup と入力し、[保存する（Save）] をクリックします。 

5. ページが更新されたら、[利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のチェックボックスをオンに

し、右矢印 [ ] をクリックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

6. [保存する（Save）] をクリックします。 

コール パーク (Call Park) の設定 

コールパーク機能を使用すると、グループ ユーザ間において、通話中の呼を一旦保留(パーク)し、その呼をグループの他
のメンバーがパーク解除することで通話を継続できます。 

開始前に把握すべき事項： 

• ユーザは、1 つのコール パーク グループにのみ割り当てることができます。 

• コール パーク グループには、同じサイトのユーザのみ含めることができます。 

• 1 つのサイトに複数のコール パーク グループが存在できます。 

• コール パーク グループ名は一意である必要があります。 

1. Webex Calling ポータル内から [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 
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2. [コールルーティング（Call Routing）] タブで [コールパーク（Call Park）] をクリックします。 

3. [追加（Add）] をクリックします。 

4. [グループ名（Group Name）] に Call-Park と入力し、[保存する（Save）] をクリックします。 

5. ページが更新されたら、[利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のチェックボックスをオンに

し、右矢印 [ ] をクリックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

6. [保存する（Save）] をクリックします。 

注：ページの上部に [全体設定（Global Settings）] オプションがあり、設定されているすべてのコール パーク グループ
の設定が可能です。 

グループ ページング (Group Paging) の設定 

グループ ページング サービスを使用すると、ユーザは電話番号または内線番号にダイヤルして、最大 75 のターゲット 
ユーザで構成されるグループに一方向の通話(放送)を行うことができます。グループ ページング サービスは、割り当て
られたすべてのターゲットへの片方向同時通話(放送)を可能にします。通話後、発信者は電話を切ってページングを終了
します。 

1. Webex Calling ポータル内から [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 

2. [生産性サービス（Productivity Services）] タブで [グループページング（Group Paging）] をクリックします。 

3. 作成されている ページング グループの横にある [編集（Edit）] をクリックします。 

4. ページング グループの [名前（Name）] に PagingGrp などと入力します。 

5. 内線として、6033 を入力します。 

6. ページの右側の [更なるオプション（More Options）] にて、[ページング先（Paging Targets）] をクリックします。 

7. [利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Rebekah のチェックボックスをオンにし、右矢印 [ ] をク
リックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

8. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

9. ページの右側の [更なるオプション（More Options）] にて、[ページング送信者（Paging Originators）] をクリック
します。 

10. [利用可能（Available）] セクションで、Taylor と Stefan と Rebekah のチェックボックスをオンにし、右矢印 

[ ] をクリックして [割り当て済み（Assigned）] に移動します。 

11. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

12. メインのページング グループの編集 ページで、右下の [保存する（Save）] をクリックします。 
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通話機能のテスト 

通話機能の設定が完了したので、その機能をテストします。Taylor に割り当てた MPP 電話機を用いるか、Taylor のアカ
ウントにて Webex Calling クライアントにログインします。Rebekah は Webex Calling クライアントにもログインしま
す。前述したように、Taylor と Rebekah には今回設定したすべての通話機能が設定されているため、別のユーザ
（Stefan Mauk - 内線：6023）が Webex Calling クライアントにログインして通話を開始するテスト環境が最適です。
それができない場合は、Taylor または Rebekah のいずれかで通話開始するようにします。以下のテストはすべて、3 人
目のユーザが通話開始し、Taylor と Rebekah が電話に応答することを前提にしています。 

自動音声応答、ハント グループ、および通話キューのテスト 

自動音声応答を設定したときに、グリーティングを録音し、オプションを設定しました。これらのオプションは、次の表
のパラメータを使用して設定しました。 

 自動音声応答営業時間の設定 

設定 構成 

0 未使用（Not Used） 

1 内線番号によるダイヤル（Dial By Extension） 

2 名前によるダイヤル（Dial By Name） 

3 Taylor に直接ダイヤルする 

4 Taylor と Rebekah に着信するハント グループに転送する 

5 Taylor と Rebekah に着信する通話キューに転送する 

 
ハント グループと通話キューに Taylor と Rebekah を設定し、電話をかける 3 人目のユーザが両方のユーザへのルー
ティングをテストできるようにしました。これらの機能をテストするために、3 人目のユーザとして Stefan Mauk（内
線：6023）を設定しました。Stefan Mauk でサインインしたコーリング アプリを使用できます。 

1. 3 人目のユーザで自動音声応答の内線番号（6020）にダイヤルします。 

2. オプション 1 をテストし、Taylor または Rebekah の内線番号を入力します。通話は内線番号に転送されます。 

3. オプション 2 をテストし、キーパッドを使用して Taylor または Rebekah の名前または姓を入力します。最初の 3 文字
を入力した後、通話が転送されます。着信呼に応答します。拒否すると、コールはボイスメールに送信されます。 

4. オプション 3 をテストします。Taylor の電話が鳴ります。 

5. オプション 4 をテストします。Taylor または Rebekah の MPP 電話機またはアプリが鳴り（リストに先に記載され
ているユーザによる）、通話を拒否し、通話がリストの次のユーザにフェールオーバーすることを確認します。 

6. オプション 5 をテストします。次の点に注意してください。 

• Taylor および Rebekah ともに通話中などで応答できない状態のとき、次に利用可能なエージェントを待つように
指示する音声プロンプトが再生されます。またこの時、キュー内の自分の位置も通知されます。 
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日本語版注: Taylor から Rebekah (6022) に電話をかけ通話中の状態にし、通話キューのユーザ(エージェント)
全員が通話中で空いているユーザがいない状態を作ります。次に Stefan から 6020 の自動音声応答にかけ、 
オプション 5 を選択すると、Stefan は通話キューで待たされるようになり、キュー内の位置は１番であること
が通知されます。 

• Taylor または Rebekah が応答可能な場合、MPP 電話機またはクライアントアプリが鳴ります。 

• 着信を拒否すると、その電話は他のエージェントにフェールオーバーされます。 

• 着信に応答せずに、呼出音が鳴ったままにしばらくしておくと、設定したタイマーに基づいて発信者へ音声プロ
ンプトが流れます。 

• 設定した時間が経過すると、電話は応答可能な次のユーザにフェールオーバーされ、誰も応答しない場合は最終
的にビジー信号として登録されます。 

自動音声応答に設定したその他のオプションは自由にテストしてください。 

コール ピックアップのテスト 

次に、コール ピックアップをテストします。この機能をすべてテストするには、3 人のユーザが必要です。ピックアッ
プ グループに Taylor と Rebekah を設定しています。この場合、どちらかのユーザにダイヤルする 3 人目のユーザが必
要です。呼び出し中の呼を他のユーザがピックアップすることで代わりに電話に出ることができます。 

1. Webex Calling アプリケーションで 3 人目のユーザから Rebekah (6022)へ発信します。 

2. Taylor の MPP 電話機またはアプリで、*98 にダイヤルして Rebekah にかかってきて鳴っている電話をピックアッ
プします。(MPP 電話機では GrpPickup メニューを選択します。) 

3. 終了したら、通話を終了します。 

コール パークのテスト 

コール パークをテストします。この機能をすべてテストするには、3 人のユーザが必要です。コール パーク グループに 
Taylor と Rebekah が設定されています。この場合、いずれかのユーザにダイヤルする 3 人目のユーザが必要です。
パークした通話を、もう一人のユーザまたは同じユーザがとって通話を継続します。 

1. Webex Calling アプリケーションで 3 人目のユーザから Taylor (6021) または Rebekah (6022) への通話を開始
します。 

2. MPP 電話機またはクライアントアプリで通話に応答します。次のような操作で通話をパークできます。 

• Mobile クライアントアプリの場合、[新しい通話 (New Call）]->右上のダイヤルパッド を選択し、ダイアルパッ
ドを表示させます。*68 を入力し、パーク番号入力アナウンスには # で応答し、自分の内線番号へパークしま
す。相手には保留音が聞こえます。 

• MPP 電話機の場合、[パーク（Park）] ソフトキーを押します。# キーを 2 回押して(画面入力で 1 回、アナウン
スが流れてからもう 1 回)、ユーザの内線番号に通話をパークします。相手には保留音が聞こえます。 
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• PC クライアントアプリの場合、左側の通話中のボタン列から […] をクリックし、[通話をパークする（Park）] 
を選択します。次に [私の内線番号を利用（Use my extension）] をクリックします。または [他の内線番号を使
用（Enter extension to park）] を選択し、通話をパークする別の内線番号を入力することもできます。相手には
保留音が聞こえます。 

3. MPP 電話機またはクライアントアプリにてパークされた通話を取る(パーク解除 (UnPark, Park Retrieve)) には、
*88XXXX#（XXXX = 通話をパークした 4 桁の内線番号）にダイヤルします。 

• Mobile クライアントアプリの場合、メニューからダイヤルパッド を選択し、ダイアルパッドを表示させます。
*88XXXX#（XXXX は、パークした内線番号）を入力し、パークされた通話を取ります。相手は保留音が解除さ
れパーク解除したユーザと通話を継続できます。 

• MPP 電話機の場合、[パーク解除（UnPark）] ソフトキーを押します。画面入力で XXXX (XXXX はパークした内
線番号）を入力したあと[発信 (Call)] を押します。相手は保留音が解除されパーク解除したユーザと通話を継続
できます。 

• PC クライアントアプリの場合、メニューから[通話 (Calls)]->[パーク解除 (Retrieve Parked Call)] -> [Webex 
Calling (With Webex Calling)] を選択し、システムへ電話を掛けます。パークした内線番号を入力するアナウン
スが聞こえたら、ダイヤルパッドから XXXX# (XXXX は、パークした内線番号) を入力し、パークされた通話を
取ります。相手は保留音が解除され、パーク解除したユーザと通話を継続できます。 

4. 通話を終了します。 

ページング グループのテスト 

可能であればページング グループ機能もテストします。この機能が使用できるかどうかは使用している環境によりま
す。次の要件を満たす必要があります。 

• ページングには、IP アドレス 239.192.16.240 を使用したマルチキャスト ルーティングが必要です。IP アドレ
スがマルチキャスト ルーティング用に空いているか確認します。 

• ページング グループは、MPP 電話機 Cisco IP Phone 7800 または 8800 シリーズでのみ動作します。 

• ページング グループには 2 人以上のユーザが必要です。少なくとも 1 台の MPP 電話機が利用可能である必要が
あります。ラボでは、Taylor と Rebekah をページング グループに割り当てていますので、ユーザに登録済みの 
7800 または 8800 電話機が必要です。 

• 前述の要件のいずれかが満たされない場合、ページング グループは機能せず、話中音が聞こえるか、その番号が
使用できないことを示すメッセージが表示されます。 

1. Taylor の MPP 電話機からページング グループの内線電話（6033）への通話を開始します。 

2. グループ内の他のすべての MPP 電話機のスピーカーから「呼び出しています(Paging)」と聞こえます。他の電話で
数秒間ページングが聞こえた後、Taylor の電話で「呼び出しシステムの設定が完了しました（Paging system 
ready）」が聞こえます。その後、Taylor の携帯電話で通話し、他の電話を通じて音声を聞くことができます。  



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 28/68ページ 
  

 PSTN 接続用ローカル ゲートウェイの導入 

 

価値提案：この機能を使用すると、企業内の PSTN 接続（BYOPSTN; Bring Your Own PSTN）を利用して、Webex 
Calling ユーザの電話が PSTN へアクセスできます。 
 

これまで PSTN にアクセスせずにすべて内線でテストしてきました。このセクションでは、Webex Calling 用のローカ
ル ゲートウェイ オプションについて説明します。自社のサイトにローカル ゲートウェイを設定する場合、いくつかオプ
ションがあります。このラボでは、単一のカスタマー サイトにローカル ゲートウェイを設定し、Webex Calling エンド
ポイントと PSTN SIP プロバイダー（198.18.133.3）との間で呼をルーティングします。 

オンプレミスの IP PBX を使用しないローカル ゲートウェイの導入 

 

 
 

上の図は、既存の IP PBX を使用しない Webex Calling 導入環境を示しており、単一サイトにも複数サイトにも適用で
きます。Webex Calling は、お客様の Webex Calling 番号と一致しないすべての呼について、サイトに割り当てられた
ローカル ゲートウェイに呼をルーティングします。ローカル ゲートウェイは、Webex と PSTN 間で送受信されるすべ
ての呼をルーティングします。PSTN ゲートウェイは、専用で導入することも、ローカル ゲートウェイと共存（今回の

シナリオの対象）させることも可能です。Webex Calling 環境では、専用 PSTN ゲートウェイを導入することをお勧め
します。 
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このラボでは、次のページの図に示すように、PSTN ゲートウェイと共存させたローカル ゲートウェイを導入します。
ローカル ゲートウェイは、SIP トランクを使用して ITSP に接続する IP ベースの場合（このシナリオの対象）と、ISDN 
またはアナログ回線を使用する TDM ベースの場合があります。 

ローカル ゲートウェイのハードウェア/ソフトウェア要件 

• ISR 4321、4331、4351、4431、4451、CSR 1000v（vCUBE）：（IOS XE 16.9(3) および 16.11.1 以降） 

• IOS-XE 16.10.x は、どのプラットフォームでもローカル ゲートウェイとしてはサポートされません。 

• ISR 1100（IOS-XE 16.12 – 変更される可能性あり） 

参考：
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-
webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_0100.html [英語] 

注：このラボで用意されているローカル ゲートウェイ設定は、IOS-XE16.9.3 の CSR1000v 用です。 

IOS-XE 16.11.1 以降では、このラボ ガイドの今後のリリースで多少異なる要件が追加されます。 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_0100.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_0100.html
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dCloud セッションへのコール フローは次のように動作します。 

a. SIP PSTN プロバイダーから dCloud PSTN DID 番号に電話が発信されます。 

b. dCloud ゲートウェイは、DID 番号を 4 桁の内線番号に変換し、それをローカル ゲートウェイに送信します。 

o この番号は、dCloud セッション詳細 (Session Details) ページの [電話番号（Phone Numbers）] セ
クションで確認できます。また、Workstation 1 のデスクトップにある DN_to_DID.txt という名前
のテキスト ファイルでも確認できます。 

c. ローカル ゲートウェイは、電話を Webex にルーティングします。これにより、お客様サイトの Webex 
Calling エンドポイントで呼び出し音が鳴ります。 

o ラボで使用する 4 つの内線番号は、6020、6021、6022、6023 です。 

ローカル ゲートウェイのオンボーディング プロセス 

Webex Calling 用のローカル ゲートウェイを有効にするには、次の対応が必要です。 

• パートナーは、Control Hub 内のお客様 サイト用にローカル GW を定義し、接続パラメータを生成します。 

• 上記の Control Hub で生成された接続パラメータを使用して、SIP TLS でローカル ゲートウェイ を登録します。 

• PSTN 接続要件に基づいて ローカル ゲートウェイ でコール ルーティングを設定します。 

ローカル ゲートウェイの作成 

最初のタスクは、Control Hub でローカル ゲートウェイを追加することです。ローカル ゲートウェイを設定するには、
作成後に提供される情報が必要です。 

1. Chrome Web ブラウザで https://admin.webex.com を開き、cholland@cbXXX.dc-YY.com と入力します。[サイン
イン（Sign In）] をクリックします。 

2. パスワード dCloud123! を入力し、[サインイン（Sign In）] をもう一度クリックします。 

3. プロンプトが表示された場合は [同意（Accept）] をクリックします。 

4. Control Hub で [サービス（Services）] に移動し、[通話（Call）] カードの [ロケーション（Locations）] リンクを
クリックします。 

 

https://admin.webex.com/
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各ロケーションにローカル ゲートウェイを割り当てることができます。ラボでは 1 つのロケーションでローカル ゲート
ウェイを設定します。ゲートウェイは、dCloud セッションでホストされます。 

1. dCloud をリストから選択します。しばらくすると画面の右側にロケーション情報が表示されます。 

2. PSTN 接続のローカル ゲートウェイ を選択します。 

3. ドロップダウン メニューを使用して、[新規ローカルゲートウェイの作成（Create New Local Gateway）] を選択し
ます。 
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4. ゲートウェイの名前として自分の名前（Hussain など）を入力し、緑のチェックマーク [ ] をクリックします 
（名前を入力してからチェックマークをクリックしてください）。 

 

 

5. しばらくすると、ページに情報が表示されます。この情報は、ローカル ゲートウェイを設定するために必要です。
この情報をすぐに書き留めます。レジストラ ドメイン、トランク グループ OTG/DTG、ライン/ポート、および発信

プロキシ アドレスが必要になります。 

6. 情報を収集したら、ページの下部にスクロールして [ユーザ名の取得とパスワードのリセット（Retrieve Username 
and Reset Password）] リンクをクリックします。パスワードが ? または ! を含んでいる場合は再度パスワードを

リセットして再生成してください。これはローカルゲードウェイのコマンドで特別な意味を持つためです。 
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パスワードがリセットされることを示すポップアップ メッセージが表示されます。ここでは、ユーザ名とパスワードを
初めて取得しているので問題ありません。ただし、このリンクをクリックすると常にパスワードがリセットされることを
理解しておくことが非常に重要です。前のパスワードでローカル ゲートウェイをすでに設定している場合は、このリ
セットによって Webex へのローカル ゲートウェイ接続が切断されます。したがって、この情報を安全な場所に保管
し、紛失しないようにします。 
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7. ポップアップ メッセージで [はい（Yes）] をクリックします。 

8. [ユーザ名（Username）] と [パスワード（Password）] を取得します。ローカル ゲートウェイの設定時にこのクレ
デンシャルが必要です。 

サンプルのローカル ゲートウェイ ユーザ名とパスワード 

 

9. ユーザ名とパスワードの取得が完了したら、[完了（Done）] をクリックします。 

10. 上記からすべての情報を収集した後、[保存（Save）] をクリックします。 
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ローカル ゲートウェイの設定 

ここで、前のセクションで受信した情報を使用してローカル ゲートウェイを設定します。 

注：すべてのコマンドは、Workstation 1 のデスクトップにある LGW_Config.txt という名前のファイルでも確認でき
ます。 

1. Workstation 1 に接続し、デスクトップのアイコン [ ] を使用して PuTTY を開きます（dCloud セッションに 
VPN で接続している場合は、ローカル SSH クライアントを使用することもできます）。 

2. ローカル ゲートウェイに保存されたセッションをダブルクリックして、198.18.133.226 のローカル ゲートウェイ
に SSH 接続します。 

3. admin/dCloud123! でログインします。 

4. 以下の設定を使用してダミーの PKI トラストポイントを作成し、dummyTp という名前を付けます。 

5. sip-ua のデフォルトのシグナリング トラストポイントとして割り当てます。テナント 200（後述の説明を参照）で
設定された発信プロキシが、サーバから受信した CN-SAN リストと一致する場合にのみ LGW が接続を確立するよ
うにするためには、cn-san-validate サーバが必要です。暗号トラストポイントは、ローカル クライアント証明書
（mTLS）が接続のセットアップに必要ない場合でも、TLS を動作させるために必要です。 

6. 最後に、次の表に示すように、TLS v1.2 だけを明示的に有効にすることで v1.0 および v1.1 を無効にします。 

 ローカル ゲートウェイ トラストポイントの設定 

設定 

configure terminal 
crypto pki trustpoint dummyTp 
revocation-check crl 
exit 
sip-ua 
crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server 
transport tcp tls v1.2 
end 
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ローカル ゲートウェイ トラストポイントの設定 

 

7. デフォルトのトラストプール バンドルには、Webex への TLS 接続の確立中にサーバ側の証明書を検証する上で必
要な DigiCert ルート CA 証明書は含まれていません。以下に示すように、http://www.cisco.com/security/pki から最
新の Cisco Trusted Core Root Bundle をダウンロードしてトラストプール バンドルを更新する必要があります。 

 ローカル ゲートウェイ証明書の設定と検証 

設定 

! DigiCert ルート CA 証明書が存在するかどうか確認する 
show crypto pki trustpool | include DigiCert 
! – 存在しない場合は、以下のように更新する 
configure terminal 
crypto pki trustpool import clean url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b 
end 
! 検証 
show crypto pki trustpool | include DigiCert 

http://www.cisco.com/security/pki
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ローカル ゲートウェイ証明書の設定と検証 

 

8. プラットフォーム上のローカル ゲートウェイ/CUBE アプリケーションを有効にするには、次のコマンドを入力し
ます。 
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 ローカル ゲートウェイ設定内容  

設定 

configure terminal 
voice service voip  
ip address trusted list 
ipv4 85.119.56.128 255.255.255.192 
ipv4 85.119.57.128 255.255.255.192 
ipv4 185.115.196.0 255.255.255.128 
ipv4 185.115.197.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.64.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.65.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.66.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.67.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.70.0 255.255.255.128 
ipv4 199.59.71.0 255.255.255.128 
exit 

allow-connections sip to sip 
media statistics  
media bulk-stats 
no supplementary-service sip refer 
no supplementary-service sip handle-replaces 
fax protocol pass-through g711ulaw 
stun 
stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 
stun flowdata shared-secret 0 Password123$ 

sip 
g729 annexb-all 
early-offer forced 
end 
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ローカル ゲートウェイ設定 

 

上のコマンドの説明： 

ip address trusted list – 通信料金詐欺の防止 

VoIP が発信される対象としてローカル ゲートウェイが想定しているエンティティ（Webex ピア、Unified CM ノー
ド、IP PSTN など）の送信元 IP アドレスを明示的に有効にするコマンドです。デフォルトでは、LGW は信頼できる
リストにない IP アドレスからのすべての着信 VoIP コールのセットアップをブロックします。「session target ip」
またはサーバ グループを使用するダイヤルピアからの IP アドレスはデフォルトで信頼されるため、ここで設定する
必要はありません。 
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このリストの IP アドレスは、『Cisco Webex Calling ユーザ向け設定ガイド』
（https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-

webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_01101.html）の「ポート リファレ

ンス」セクションに記載されている IP サブネットと一致している必要があります。地域の Webex Calling データセ
ンターに応じて、お客様は、北米、EMEA、オーストラリア、ベータに接続されます。前のページの設定には、この
ガイドの執筆時点で存在する Webex データセンターがすべて含まれており、上記の設定ガイドの Value Added 
Reseller 章の表に記載されています。 

 

Webex Calling (North America) 

コネクション 送信元アドレス 送信元ポート プロトコル 宛先ネットワーク 宛先ポート 
Webex Calling 呼処理
(SIP TLS) 

ローカルゲート
ウェイ 

8000-65535 TCP 199.59.65.0/25 
199.59.66.0/25 
199.59.70.0/25 
199.59.71.0/25 

8934 

電話機 5060-5080 
アプリ エフェメラル

(OS 依存) 

 

Webex Calling (EMEA)  

コネクション 送信元アドレス 送信元ポート プロトコル 宛先ネットワーク 宛先ポート 
Webex Calling 呼処理
(SIP TLS) 

ローカルゲート
ウェイ 

8000-65535 TCP 85.119.56.128/26 
85.119.57.128/26 
185.115.196.0/25 
185.115.197.0/25 

8934 

電話機 5060-5080 
アプリ エフェメラル

(OS 依存) 

 

Webex Calling (Australia) 

コネクション 送信元アドレス 送信元ポート プロトコル 宛先ネットワーク 宛先ポート 
Webex Calling 呼処理
(SIP TLS) 

ローカルゲート
ウェイ 

8000-65535 TCP 199.59.64.0/25 
199.59.67.0/25 

8934 

電話機 5060-5080 
アプリ エフェメラル

(OS 依存) 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_01101.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/broadcloud/webexcalling/customers/cisco-webex-calling-configuration-guide/cisco-webex-calling-configuration-guide_chapter_01101.html
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Webex Calling (Beta) 

コネクション 送信元アドレス 送信元ポート プロトコル 宛先ネットワーク 宛先ポート 
Webex Calling 呼処理
(SIP TLS) 

ローカルゲート
ウェイ 

8000-65535 TCP 199.59.65.0/25 
199.59.66.0/25 
199.59.70.0/25 
199.59.71.0/25 

8934 

電話機 5060-5080 
アプリ エフェメラル

(OS 依存) 

 

media statistics 

LGW でメディア監視を有効にします。 

media bulk-stats 

コントロール プレーンでバルク 統計用にデータ プレーンをポーリングできるようにします。 

allow-connections sip to sip 

2 つの VoIP SIP コール レッグをブリッジできるようにします。デフォルトでは無効になっています。 

no supplementary-service sip refer および no supplementary-service sip handle-replaces 

REFER を無効にし、Replaces ヘッダーのダイアログ ID をピアのダイアログ ID で置き換えます。 

fax protocol pass-through g711ulaw 

Fax トランスポート用のオーディオ コーデックを有効にします。 

stun 

stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 

stun flowdata shared-secret 0 Password123$ 

STUN をグローバルで有効にします。呼が Webex ユーザに戻される場合（着信側と発信側の両方が Webex Calling 
ユーザで、Webex Calling SBC にてメディアをアンカーしている場合など）、ピンホールが開かれていないため、
メディアはローカル ゲートウェイに到達できません。 

ローカル ゲートウェイの STUN バインディング機能を使用すると、ローカルで生成された STUN 要求を、ネゴシ
エート済みのメディア パスを介して送信することができます。STUN はファイアウォールのピンホールを開けるた
めだけに使用され、Webex Access SBC でメディアのラッチングを行うことができるので、共有秘密鍵は任意の値
でかまいません。 

STUN パスワードは、LGW/CUBE が STUN メッセージを送信するために必要となります。IOS/IOS-XE ベースの
ファイアウォールは、このパスワードをチェックし、ピンホールを動的に開くように設定することができます（明示
的な in/out ルールは不要）。しかし、LGW を導入する場合、Webex SBC サブネットに基づいてアウトバウンド方
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向でピンホールを開くようにファイアウォールが静的に設定されているため、ファイアウォールは単なるインバウン
ドの UDP パケットとして処理します。これにより、パケットの内容の確認なしにピンホールが開かれます。 

sip 

g729 annexb-all 

G729 のすべてのバリアントを許可します。 

sip 

early-offer forced 

このコマンドは、LGW/CUBE に、隣接ピアから確認応答を取得するまで SDP 情報の送信を待たせずに、Initial 
INVITE メッセージに SDP 情報を含めて送信させます。 

SIP プロファイルの設定 

このセクションでは、次の図に示すように、rule 20 に対するトランク グループの OTG/DTG パラメータのみを使用し
て、SIP プロファイル 200 のみを設定します。 

1. Webex Calling は SIPS URI をサポートしていないため（ただし、sips._tcp.<outbound-proxy> のように SRV クエリ
には SIPS が必要です）、SIPS URI を SIP に変換する SIP プロファイルを次のように設定します。 

rule 20 は、LGW サイトを一意に識別するために、Control Hub から取得したトランク グループ OTG/DTG パラメータ
値 を From ヘッダーに追加します。次の例では、hussain3350_lgu が使用されています。これを、実際のトランク グ
ループ OTG/DTG 情報に置き換えてください。 

注：以下の表に示されている「hussain3350_lgu」は例ですので、使用しないでください。それぞれのトランク グ

ループ OTG/DTG 情報を使用してください。 



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 43/68ページ 
  

設定マッピング例 
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 ローカル ゲートウェイ SIP プロファイル設定 

設定 

configure terminal 
voice class sip-profiles 200 
rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)" "sip:\1" 
rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:" "<sip:\1" 
rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>" "<sip:\1;transport=tls>" 
rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)" "<sip:\1" 
rule 20 request ANY sip-header From modify ">" ";otg=hussain3350_lgu>" 
rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1" 

ローカル ゲートウェイ SIP プロファイル設定 

 

2. 次の表に示すように、CODEC プロファイル、STUN 定義、および SRTP 暗号化スイートを設定します。 

 ローカル ゲートウェイ 設定内容 

設定 

voice class codec 99 
codec preference 1 g711ulaw 
codec preference 2 g711alaw 
codec preference 3 g729r8 
exit 

voice class srtp-crypto 200 
crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 
exit 

voice class stun-usage 200 
stun usage firewall-traversal flowdata 
exit 
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ローカル ゲートウェイ CODEC プロファイル、STUN 定義、SRTP 暗号化スイートの設定 

 

上記コマンドの説明： 

voice class codec 99  

セッションで g729 と g711（μ-law と a-law）の両方の CODEC を許可します。すべてのダイヤルピアに適用され
ます。 

voice class srtp-crypto 200  

この中で LGW/CUBE の SDP オファーおよびアンサー に SHA1_80 のみ含めるように指定します。Webex Calling 
は SHA1_80 のみをサポートしています。このコマンドは、Webex Calling 向け voice class tenant 200（後述の
説明を参照）に適用されます。 

voice class stun-usage 200 

STUN の使用を定義します。Unified CM 電話機が Webex Calling に通話を転送する際に、no-way audio を防ぎま
す。Webex 向けのすべてのダイヤルピア（2XX タグ）に適用されます。 

3. voice class tenant 200 を次のように設定します。ただし、このガイドの voice class tenant 200 に表示されてい
るとおりに設定するのではなく、以下のマッピングに示されているように、Control Hub から取得したパラメータを
使用してください。 
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設定のマッピング例 

 

注：これらの設定例は、以下の表で使用される参照用に示しているだけですので、そのまま使用しないでください。ロー
カル ゲートウェイを追加するときに Control Hub で収集した設定を使用します。 

• [登録 ドメイン（Registrar Domain）]：40462196.cisco-bcld.com 

• [トランク グループ OTG/DTG（Trunk Group OTG/DTG）]：hussain3350_lgu 

• [回線/ポート（Line/Port）]：Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com 

• [発信 プロキシ アドレス（Outbound Proxy Address）]：la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 

• [ユーザ名（Username）]：Hussain3350_LGU 

• [パスワード（Password）]：bjljJ2VQji 
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 ローカル ゲートウェイ テナント設定 

設定 

voice class tenant 200 
registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 
credentials number Hussain8789_LGU username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 
authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 
authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm 40462196.cisco-bcld.com 
no remote-party-id 
sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 
connection-reuse 
srtp-crypto 200 
session transport tcp tls 
url sips 
error-passthru 
asserted-id pai 
bind control source-interface GigabitEthernet1 
bind media source-interface GigabitEthernet1 
no pass-thru content custom-sdp 
sip-profiles 200 
outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 
privacy-policy passthru 

 

ローカル ゲートウェイ テナント設定 
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上のコマンドの説明： 

voice class tenant 200 

CUBE のマルチテナントは、テナントごとに異なるサービスを提供する SIP トランク上の複数テナントに対して、 
特定のグローバル設定を有効にする機能です。 

registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 

LGW が登録するレジストラ サーバ情報を設定。2 分（240 秒の 50%）間隔で再登録する。 

credentials number Hussain8789_LGU username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 

トランク登録用のクレデンシャル 

authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 

authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm 40462196.cisco-bcld.com 

SIP の認証設定 

no remote-party-id 

SIP Remote-Party-ID（RPID）ヘッダー を無効化。Webex Calling では PAI を使用するため。（CLI で asserted-id 
pai コマンドを使用して有効化。以下を参照） 

sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 

Webex Calling サーバ 

connection-reuse 

登録処理と呼処理に同じコネクションを使用 

srtp-crypto 200 

「voice class srtp-crypto 200」で定義された内容を使用します。 
「voice class srtp-crypto 200」では SHA1_80 を使用するように設定されています。 

session transport tcp tls 

TLS トランスポートを使用します。 

url sips 

SRV クエリは、アクセス SBC によってサポートされる SIPS であることが必要です。他のすべてのメッセージは 
sip-profile 200 によって SIP に変更されます。 

error-passthru 

SIP エラー応答パススルー機能。 

asserted-id pai 

LGW/CUBE で PAI を使用します。 
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bind control source-interface GigabitEthernet1 

Webex 側のシグナリング ソース インターフェイス。 

bind media source-interface GigabitEthernet1 

Webex 側のメディア ソース インターフェイス。 

no pass-thru content custom-sdp 

テナントのデフォルト コマンド。 

sip-profiles 200 

SIPS を SIP に変更し、voice class sip-profiles 200 で定義されているとおりに INVITE および REGISTER メッ
セージの回線/ポートを変更します。 

outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us90.cisco-bcld.com 

Webex Calling のアクセス SBC。 

privacy-policy passthru 

入側から出側にプライバシー ヘッダーの値を透過的にパススルーします。 

 

4. 次に、以下の音声クラス テナントを設定します。 

 ローカル ゲートウェイ音声クラスのテナント設定 

設定 

! voice class tenant 100 は、IP PSTN へのすべての発信ダイヤルピアに適用されます。 
voice class tenant 100  
session transport udp 
url sip 
error-passthru 
bind control source-interface GigabitEthernet2 
bind media source-interface GigabitEthernet2 
no pass-thru content custom-sdp 

 
! voice class tenant 300 は、IP PSTN からのすべての着信ダイヤルピアに適用されます。 
voice class tenant 300  
bind control source-interface GigabitEthernet2 
bind media source-interface GigabitEthernet2 
no pass-thru content custom-sdp 
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ローカル ゲートウェイ音声クラス テナント設定 

 

 

5. URI ベースのダイヤル用に次の音声クラス URI を設定します。 

 ローカル ゲートウェイ音声クラスの設定 

設定 

! - ITSP のホスト IP アドレスを定義します。 
 
voice class uri 100 sip 
host ipv4:198.18.133.3 

 
! - 1 つの企業内のローカル ゲートウェイ サイトを一意に識別するパターンを定義します。 
 
voice class uri 200 sip 
pattern dtg=hussain3350.lgu 

 

voice class uri 200 を上記のように設定します。ただし、このガイドの voice class uri 200 に表示されているとおりで
はなく、以下のマッピングに示されているように Control Hub から取得したパラメータを使用してください。 

voice class uri 200 に定義するパターンは、以前に Control Hub から取得した一意のトランク グループ OTG/DTG パラ
メータに一致するように設定します。また、voice class sip-profiles 200 の rule 20 にも定義します。 

注：現在ローカル ゲートウェイは、マッチング パターンでアンダースコア「_」をサポートしていません。代わりに、

ワイルドカードを示すドット「.」（すべてに一致）を使用し、hussain3350_lgu 内のアンダースコア「_」に一致する
ようにします。（このガイドに例を提示しています）。 
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ローカル ゲートウェイ音声クラスの設定 

 

 

6. 以下の表に示される発信ダイヤルピアを設定します。 

 ローカル ゲートウェイの発信ダイヤルピアの設定 

設定 

! - IP PSTN への発信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 101 voip 
description Outgoing dial-peer to IP PSTN 
destination-pattern BAD.BAD 
session protocol sipv2 
session target ipv4:198.18.133.3 
voice-class codec 99   
voice-class sip tenant 100 



ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 52/68ページ 
  

dtmf-relay rtp-nte 
no vad 

 
! - Webex への発信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 201 voip 
description Outgoing dial-peer to Webex 
destination-pattern BAD.BAD 
session protocol sipv2 
session target sip-server 
voice-class codec 99   
voice-class stun-usage 200 
no voice-class sip localhost 
voice-class sip tenant 200 
dtmf-relay rtp-nte 
srtp 
no vad 

ローカル ゲートウェイの発信ダイヤルピア設定 
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7. 次のダイヤルピア グループ（DPG）を設定します。 

 ローカル ゲートウェイのダイヤルピア グループ設定  

設定 

! - ダイヤルピア グループ 100 を定義します。ダイヤルピア グループ 100 では発信ダイヤルピア 101 をターゲットにします。 
! - DPG 100 を後で Webex --> LGW --> PSTN パス用に定義される着信ダイヤルピア 200 に適用します。 
 
voice class dpg 100 
description Incoming BCLD(DP200) to IP PSTN(DP101) 
dial-peer 101 preference 1 

  
! - ダイヤルピア グループ 200 を定義します。ダイヤルピア グループ 200 では発信ダイヤルピア 201 をターゲットにします。 
! - DPG 200 を後で IP PSTN --> LGW --> Webex パス用に定義される着信ダイヤルピア 100 に適用します。 
 
voice class dpg 200 
description Incoming IP PSTN(DP100) to BCLD(DP201) 
dial-peer 201 preference 1 

ローカル ゲートウェイのダイヤルピア グループ設定 
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8. 次の着信ダイヤルピアを設定します。 

 ローカル ゲートウェイの着信ダイヤルピア設定 

設定 

! - 着信 IP PSTN コール レッグ用の着信ダイヤルピア 
 
dial-peer voice 100 voip 
description Incoming dial-peer from IP PSTN 
session protocol sipv2 
destination dpg 200 
incoming uri via 100 
voice-class codec 99   
voice-class sip tenant 300 
dtmf-relay rtp-nte 
no vad 

 
! - 着信 Webex コール レッグ用の着信ダイヤルピアと IP PSTN 宛てのコール 
 
dial-peer voice 200 voip 
description Incoming dial-peer from Webex 
session protocol sipv2 
destination dpg 100 
incoming uri request 200 
voice-class codec 99   
voice-class stun-usage 200 
voice-class sip tenant 200 
dtmf-relay rtp-nte 
srtp 
no vad 
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ローカル ゲートウェイの着信ダイヤルピア設定 

 

これで、ローカル ゲートウェイの設定は完了です。ここで保存します。 

9. コマンド プロンプトで end と入力します。 

10. 保存するには、copy run start と入力し、Enter/Return キーを 2 回押します。 

注：すべてのローカル ゲートウェイ設定を 1 ヵ所で表示するには、付録 B に進みます。 

この段階でローカル ゲートウェイは Webex に登録されています。ローカル ゲートウェイ自体では、登録状況は次のよ
うに確認できます。 

 

設定をテストする前に、ローカル ゲートウェイが Control Hub でオンラインとして表示されていることを確認します。 

11. Control Hub に戻り、必要に応じてログイン（cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）します。 
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12. [サービス（Services）] に移動し、[通話（Call）] カードの [ロケーション（Locations）] をクリックします。 

13. ロケーションの下部には、dCloud ローカル ゲートウェイの横に緑色の点が付いています。赤い点が付いている場合
は、設定を確認する必要があります。 

オンラインおよび登録済みローカル ゲートウェイ 
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ローカル ゲートウェイのテスト 

ローカル ゲートウェイを設定し、登録もできたので、PSTN と Webex Calling エンドポイント間で通話テストができます。 

PSTN から MPP/Webex Calling アプリへのコール 

PSTN との間で通話テストできる状態になりました。PSTN からダイヤルする DID 番号は、dCloud セッションの詳細に
記載されています。また、Workstation 1 のデスクトップにある DN_to_DID.txt という名前のテキスト ファイルにも記
載されています。 

1. DID 番号を使用して、実際の携帯電話またはデスク フォンからユーザまたは自動音声応答のいずれかにダイヤルし
ます。 

2. Webex Calling デバイス/アプリで着信に応答します。 

3. dCloud のコール フローは次のとおりです。 

a. 着信 DID が IP PSTN から dCloud に入ります。 

b. プラットフォーム ゲートウェイが、その DID を 4 桁の内線番号（6XXX または 7XXX）に変換します。 

c. 呼はローカル ゲートウェイを経由して Webex およびユーザの内線番号にルーティングされます。 

MPP/Webex Calling アプリから PSTN へのコール 

dCloud national では、コールはセッションが存在するデータセンターの地域で可能です。米国西部/東部のデータセン
ターは、dc-05 または dc-01 です。EMEAR データセンターは dc-03 です。APJ データセンターは dc-02 です。 

米国のデータセンターでは、すべての米国の国内番号に発信できます。このロケーションは米国向けに作成されているた
め、Webex では必要に応じてダイヤルされた番号に +1 が追加されることに注意してください。つまり、10 桁の番号ま
たは 1 + 10 桁の番号がコールされます。 

EMEAR または APJ セッションからのダイヤルは、米国と若干異なります。どのセッションでも、データセンターに関
係なく、Webex Calling のロケーションは米国向けに作成されています。このためラボでは、データセンターがある英
国（EMEAR）やシンガポール（APJ）の国内番号をダイヤルするには、00 + 国コードをダイヤルしてから、番号（英国
の場合は 10 桁、シンガポールの場合は 8 桁）をダイヤルする必要があります。EMEAR データセンターの場合の国番号
は 44 です。APJ データセンターの場合の国番号は 65 です。 

00 を付けて番号をダイヤルすると、Webex は +1 を追加せずにその呼をそのままルーティングします。Unified CM で
の EMEAR および APJ セッションのコール フローは次のようになります。 

• コールはローカル ゲートウェイに発信され、dCloud ゲートウェイに送信されます。dCloud ゲートウェイは IP 
PSTN に配信します。 

• dCloud GW では、番号から 00 が除かれ、プラス（+）が追加されます。 
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• これで E.164 番号が IP PSTN によってルーティングされ、PSTN 番号に着信します。 

1. 前述のダイヤルの説明に基づいて、PSTN 番号にダイヤルします。(データセンターの位置する国の国内番号にかけ
ることができます。) 
 

日本語版注: データセンターがある国と同じ国にいない場合、電話に応答することが難しいです。 
代わりに自動応答できる Webex meeting の call-in 番号に電話をかけて試すことができます。各データセンター
毎に以下に示します。 
    米国西部/東部データセンター(dc-01/dc-05)の場合: 408-525-6800 
    APJ データセンター(dc-02) の場合:  00-65-31581414 
    EMEAR データセンター (dc-03) の場合 : 00-44-203-478-5285 

2. 着信呼に応答します。 

着信した発信者 ID 番号は、919、408、44、64 のいずれか（セッションのデータセンターによる）で始まることに注意
してください。これは、dCloud PSTN のセットアップ方法から想定できます。発信者 ID は常に、7800 DN にマップさ
れるセッションに割り当てられた DID として示されます。 

3. 電話を終了します。 

ローカル ゲートウェイのデバッグ 

ローカル ゲートウェイで呼の確立時に発生した障害をトラブルシューティングするには、次の手順に従います。 

 ローカル ゲートウェイのデバッグ 

設定 

! - ローカル ゲートウェイのロギング バッファでデバッグ情報を収集 
----------------------------------------------------------------- 
LocalGateway#conf t 
LocalGateway(config)#no logging console 
LocalGateway(config)#no logging monitor 
LocalGateway(config)#service timestamps debug datetime msec 
LocalGateway(config)#logging buffered 9999999 debugging 
LocalGateway(config)#service sequence-numbers 
LocalGateway(config)#no logging rate-limit 
LocalGateway(config)#exit 
 
! - 次のデバッグ コマンドは、このラボで発生したコール障害のトラブルシューティングに有効です。 
 
debug ccsip message 
debug voip ccapi inout 
 
show log コマンドを発行すると、デバッグ情報を確認できます。 
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Webex Teams と Webex Calling 

Webex Teams ユーザは Webex Calling デスクトップ クライアントを利用して電話番号をダイヤルできます。Webex 
Calling サービスがトレイルに追加されている場合、デフォルトでは Webex Calling アプリがデフォルトのコーリング 
アプリとして設定されます。この設定は、組織全体に対して適用できます。ユーザごとに電話動作を変える必要がある
場合は、ユーザ自身で動作を設定できます。 

1. Control Hub にアクセスし、[設定（Settings）] ページに移動します。 

2. [発信動作（Calling Behavior）] まで下にスクロールします。 

Webex Calling が有効になっているため、デフォルトで [Webex Calling アプリ（Webex Calling App）] オプション ボ
タンが選択されています。前述のように、各ユーザに対して発信動作を個別に設定することもできます。 

3. [ユーザ（User）] ページに移動します。 

4. リストから [Rebekah] を選択します。ポップアップ ウィンドウで [設定（Settings）] セクションまで下にスクロー
ルします。 

5. [発信動作（Calling Behavior）] をクリックします。 

デフォルトの発信動作は、電話番号のダイヤルに [組織の設定：Webex Calling アプリ（Organization Setting: Webex 
Calling App）] になっています。これは、このテストに必要な動作ですので、設定はそのままにしておきます。 

6. Webex Calling アプリが導入されている PC/Mac にて、Rebekah（rbarretta@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）
として Webex Teams および Webex Calling にログインします。 

7. Webex Teams から 1 つの電話番号に発信します。 

今度は Webex Calling クライアントが開き、発信されたことがわかります。将来的には、Webex Calling アプリが起動
されず、直接 Webex Teams アプリから発信されるようになります。 

 

mailto:rbarretta@cbXXX.dc-YY.com


ラボ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 60/68ページ 
  

付録 A. Cisco Webex パスワード リセット手順 

場合によっては、Cisco Webex ユーザ アカウントのパスワードをリセットする必要があります。次に、Charles 
Holland のパスワードをリセットする手順を示します。 

1. Webex Teams Web クライアント（https://admin.webex.com）に移動し、電子メール アドレス 
cholland@cbXXX.dc-YY.com を入力します。 

2. [次へ（Next）] をクリックします。 

3. 次のページが、ドメインの XXX と YY の部分を除き、下の図のようになっていることを確認します。同様であれ
ば、次の手順に進みます。 

正しいサインイン画面 

 

4. 画面が上のようなサインインのイメージであれば、下部の [パスワードを忘れた場合（Forgot password?）] リンク
をクリックします。 

5. リセット方法を示した電子メールが Charles に送信されています。リモート デスクトップを使用して Workstation 1
（198.18.1.36）に接続し、ユーザ名：dcloud\cholland、パスワード：C1sco12345 でログインします。Outlook 
をまだ開いてない場合は、開きます（https://mail1.dcloud.cisco.com/owa に移動し、dcloud\{username}、パスワー
ド C1sco12345 でサインインすることで、OWA を使用してすべてのユーザの電子メール アカウントにアクセスす
ることもできます）。 

6. 受信トレイに、「パスワードのリセット（Password Reset）」という件名の電子メールがあります。そのメール内
で、[パスワードのリセット（Reset password）] をクリックします。 

7. ブラウザのウィンドウが表示されます。[新しいパスワード（New Password）] ボックスと [新しいパスワードの確
認（Confirm new password）] ボックスに「dCloud123!」と入力します。 

8. [保存してサインイン（Save & Sign In）] をクリックします。 

9. ブラウザを閉じて、ラボを続けます。 

https://admin.webex.com/login
https://mail1.dcloud.cisco.com/owa
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付録 B. ローカル ゲートウェイの全設定 

以下は、参照用にローカル ゲートウェイのラボで完了した全設定です（現在のラボでは変更できません）。赤の項目は、
独自のラボ設定が必要な項目であることに注意してください。以下の図は、設定を作成するために使用したものです。 

サンプルのローカル ゲートウェイ設定 
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サンプルのローカル ゲートウェイ ユーザ名とパスワード 

 

crypto pki trustpoint dummyTp  

 revocation-check crl 

! 

voice service voip  

  ip address trusted list 

    ipv4 85.119.56.128 255.255.255.192 

    ipv4 85.119.57.128 255.255.255.192 

    ipv4 185.115.196.0 255.255.255.128 

    ipv4 185.115.197.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.64.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.65.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.66.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.67.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.70.0 255.255.255.128 

    ipv4 199.59.71.0 255.255.255.128 

    exit 

   allow-connections sip to sip 

  media statistics  
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  media bulk-stats 

  no supplementary-service sip refer 

  no supplementary-service sip handle-replaces 

  fax protocol pass-through g711ulaw 

  stun 

    stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 

    stun flowdata shared-secret 0 Password123$ 

 ! - mustard が変更されたため secret 0 

  sip 

    g729 annexb-all 

    early-offer forced 

    end 

! 

voice class uri 100 sip 

 host ipv4:198.18.133.3 

! 

voice class uri 200 sip 

 pattern dtg=hussain3350.lgu 

! 

voice class codec 99 

 codec preference 1 g711ulaw 

 codec preference 2 g711alaw 

 codec preference 3 g729r8 

! 

voice class stun-usage 200 

 stun usage firewall-traversal flowdata 

! 

voice class sip-profiles 200 

 rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)" "sip:\1"  
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 rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:" "<sip:\1"  

 rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>" "<sip:\1;transport=tls>"  

 rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"  

 rule 20 request ANY sip-header From modify ">" ";otg=hussain3350_lgu>"  

 rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1"  

! 

voice class dpg 100 

 description Incoming BCLD(DP200) to IP PSTN(DP101) 

 dial-peer 101 preference 1 

! 

voice class dpg 200 

 description Incoming IP PSTN(DP100) to BCLD(DP201) 

 dial-peer 201 preference 1 

! 

Hussain8789_LGU username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji 

voice class tenant 200 

  registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls 

  credentials number Hussain8789_LGU username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 

  authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm BroadWorks 

  authentication username Hussain3350_LGU password bjljJ2VQji realm 40462196.cisco-bcld.com 

  no remote-party-id 

  sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com 

  connection-reuse 

  srtp-crypto 200 

  session transport tcp tls 

  url sips 
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  error-passthru 

  asserted-id pai 

  bind control source-interface GigabitEthernet1 

  bind media source-interface GigabitEthernet1 

  no pass-thru content custom-sdp 

  sip-profiles 200 

  outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 

  privacy-policy passthru 

! 

voice class tenant 100 

  session transport udp 

  url sip 

  error-passthru 

  bind control source-interface GigabitEthernet2 

  bind media source-interface GigabitEthernet2 

  no pass-thru content custom-sdp 

! 

voice class tenant 300 

  bind control source-interface GigabitEthernet2 

  bind media source-interface GigabitEthernet2 

  no pass-thru content custom-sdp 

! 

voice class srtp-crypto 200 

 crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 

! 

dial-peer voice 101 voip 

 description Outgoing dial-peer to IP PSTN 

 destination-pattern BAD.BAD 

 session protocol sipv2 
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 session target ipv4:198.18.133.3 

 voice-class codec 99   

 voice-class sip tenant 100 

 dtmf-relay rtp-nte 

 no vad 

! 

dial-peer voice 201 voip 

 description Outgoing dial-peer to Webex 

 destination-pattern BAD.BAD 

 session protocol sipv2 

 session target sip-server 

 voice-class codec 99   

 voice-class stun-usage 200 

 no voice-class sip localhost 

 voice-class sip tenant 200 

 dtmf-relay rtp-nte 

 srtp 

 no vad 

! 

dial-peer voice 100 voip 

 description Incoming dial-peer from IP PSTN 

 session protocol sipv2 

 destination dpg 200 

 incoming uri via 100 

 voice-class codec 99   

 voice-class sip tenant 300 

 dtmf-relay rtp-nte 

 no vad 

! 
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dial-peer voice 200 voip 

 description Incoming dial-peer from Webex 

 session protocol sipv2 

 destination dpg 100 

 incoming uri request 200 

 voice-class codec 99   

 voice-class stun-usage 200 

 voice-class sip tenant 200 

 dtmf-relay rtp-nte 

 srtp 

 no vad 

! 

sip-ua  

 transport tcp tls v1.2 

 crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server  
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次に必要な作業 
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Flex Plan を参照してください。 

https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-13367
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-2888
https://salesconnect.cisco.com/#/program/PAGE-2888

	シナリオ 1： Cisco Webex Control Hub Organization の初期設定
	シナリオ 2： Webex Calling – 通話機能
	シナリオ 3： PSTN 接続用ローカル ゲートウェイの導入
	付録 A. Cisco Webex パスワード リセット手順
	付録 B. ローカル ゲートウェイの全設定


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


