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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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制限事項 
本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、実際の方法は異なる場合があります。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。 

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の概要を示します。 

必須 オプション 

Cisco AnyConnect クライアント  

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） 

Cisco エンドポイント（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 

なし 

このソリューションについて 

Cisco Webex Teams の概要 

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/
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Cisco Webex Calling の概要 

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。 

このラボの目的は、ハイアベイラビリティモードで Cisco Unified Border Element（CUBE）を導入する実践的なトレー
ニングを提供することにあります。このラボでは、冗長グループ（RG）インフラストラクチャのプロトコルを使用して
ルータのアクティブ/スタンバイペアを形成する、CUBE HA レイヤ 2 ボックスツーボックス冗長性について詳しく説明
します。また、Webex Teams の通話、GDS、ダイヤルプラン機能拡張、および Cisco ルームエンドポイントサポート
も取り上げます。 
 

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 

LocalGateway1 

（LGW としての 
CUBE HA） 

CSR1000V（IOS-XE 16.12.2） 該当なし 198.18.1.226 – Gig1 
198.18.133.226 – Gig2 
10.1.1.1 – Gig3 

admin dCloud123! 

LocalGateway2 

（LGW としての 
CUBE HA） 

CSR1000V（IOS-XE 16.12.2） 該当なし 198.18.1.227 – Gig1 
198.18.133.227 – Gig2 
10.1.1.2 – Gig3 

admin dCloud123! 

LocalGateway3 CSR1000V（IOS-XE 16.12.2） 該当なし 198.18.1.231 – Gig1 
198.18.133.231 – Gig2 

admin dCloud123! 

PSTN サービス SIP サービスプロバイダー N/A 198.18.133.3 該当なし 該当なし 

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 

Workstation 4 Windows 10 wskt4.dcloud.cisco.com 198.18.1.39 rbarretta 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 
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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、アクティブなセッションを使用して、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、環境を元の構成にリセットするため、このガイドのシナリオを完了した後に新しいセッションをス
ケジュール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. 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 のログイン情報を使ってア
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。[手順を見る] [英語] 

• Windows ユーザ：各仮想マシンへの接続を保存する場合、適切なバージョンの 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/ 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。 

4. 各デバイスのファームウェアが適切なことを確認したら、デバイスを初期設定にリセット（初期設定状態でない場
合）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。 

5. 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。コラボレーションエッジのドメイン情報を取得してください。セッション

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html
http://dcloud.cisco.com/dCloud/help/install_anyconnect_pc_mac.html
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44989
http://cord.sourceforge.net/
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ごとにドメインは異なります。次の図はあくまで一例です。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 
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 Cisco Webex Control Hub Organization の初期検証 

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
コールサービス、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いて、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。お客様向けトライ
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 

ステップ 

初期の自動化スクリプトによってトライアル環境が作成され、Charles のパスワードが設定済みであることを確認します。 

1. ラボセッションにまだ接続していない場合は、Cisco AnyConnect を使用して 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 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 [ ] をクリックして Microsoft Outlook を開きます。 

4. プロファイル名に 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 
Services 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。 

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。cbXXX.dc-YY.com の箇所は [セッションの詳細（Session Details）] タブ
にある DNS Address に記載されているドメインアドレスを参照してください。 

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。 

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/npv2y12
https://admin.webex.com/
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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. ユーザが同期されていることを確認します。Workstation 1 で開いた Chrome Web ブラウザを最大化するか、
Webex Control Hub（https://admin.webex.com）に接続されているマシンのブラウザにログインします。ポータル

で、[ユーザ（Users）] 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。 

 

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。Cisco Webex Calling を利用すれば実現できます。また、100 人以上のユーザが
いて、オンプレミスの既存の PBX インフラストラクチャを使用しているお客様がクラウドにスムーズに移行できます。 

Cisco Webex Calling の特長： 

• 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 へのアクセスを提供。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 

• Cisco ルームエンドポイントのサポート 

• グローバル ディスカバリ サービス 

• ダイヤルプラン機能拡張 
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ステップ 

Webex Calling を Taylor、Rebekah、Kellie 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）。 

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。 

 

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。 

   ⇒      ⇒       

https://admin.webex.com/
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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。 

 
 

2. このページの [コーリング（Calling）] の下にある [Webex コーリング (Webex Calling) ] チェックボックスと [エン
タープライズ (Enterprise) ] オプションボタンをオンにし、[次へ（Next）] をクリックします。 
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3. [ロケーション（Location）] は [dCloud] を選択します。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。[完了（Finish）] をクリックします。 

 

注：このラボでユーザと機能に使用するのは内線のみです。[電話番号（Phone Number）] オプションは、ユーザの電話
機に実際の PSTN 番号を割り当てる際に使用します。ラボでは実際の PSTN サービスは設定しません。 

4. Taylor と Kellie 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。Taylor には 6021、Kellie 
には 6050 の内線番号を設定します。 

5. （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。 

 

グローバル ディスカバリ サービス（GDS）を使用した、Taylor の Multiplatform Phone（MPP 電話
機）の設定 

この機能は、シスコ グローバル ディスカバリ サービス（GDS）と Webex Calling プラットフォームにより生成された 
16 桁のアクティベーションコードを使用して、関連する Webex プラットフォームでデバイスをオンボードおよびプロ
ビジョニングします。コードは、ユーザ/管理者に対して生成された際に MPP 電話機に設定されます。MPP 電話機は 
GDS と通信し、電話機をホスティング プラットフォームにリダイレクトします。MPP 電話機は Webex プラットフォー
ムと通信し、アクティベーションコードを使用してプラットフォームで認証を行います。認証が成功すると、MPP MAC 
アドレスがプラットフォームに保存され、電話機にプロビジョニングサーバの場所が設定されます。電話機が再起動し、
デバイス管理からユーザ設定がダウンロードされます。 
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この機能は、次の Cisco MPP デバイスでサポートされています。 

• 6821、6841、6851 

• 7811、7821、7832、7841、7861 

• 8811、8832、8841、8845、8851、8861、8865 

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

 

4. Taylor Bard を検索してリストから選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

5. ドロップダウンメニューからデバイスタイプを選択します。 

6. [アクティベーションコードを使用（By Activation Code）] を選択した状態で [次へ（Next）] をクリックします。 

 



ラボガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2020 Cisco および/またはその関係会社。All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 16/105 ページ 
  

注：デバイスに最新バージョンのファームウェアが搭載されていることを確認します。upgrade.cisco.com から最新
バージョンを取得できます。また、使用している MPP 電話機が初期設定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。 

7. 初期設定へのリセット後に MPP 電話機が起動したら、MPP 電話機にアクティベーションコードを入力し、[続行
（Continue）] ボタンを押します。 

8. 数分後に電話機が再起動して登録されます。登録後、デバイスが Control Hub のデバイスページに表示されるまで数
分かかる場合があります。 

注：この時点で、Control Hub では、MPP 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。 

 

バルク アクティベーション コードを使用した、Kellie Melby の Multiplatform Phone（MPP 電話
機）の設定 

この機能により、パートナーや企業の管理者は、アクティベーションコードを使用してユーザや場所にデバイスを追加で
きます。 

これには次のメリットがあります。 

• 大企業におけるユーザ追加の所要時間を数時間から数分に短縮 

• GDS のアクティベーションコード機能の活用 

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

2. [デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。 
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3. [複数 Cisco IP Phone（Multiple Devices）] セクションで、[CSV ファイルのインポート/アップロード
（Import/Upload CSV file）] をクリックします。 

 
 

管理者は、ユーザ属性の CSV ファイルまたは CSV テンプレートファイルをエクスポートできます。このラボではテン
プレートファイルを使用します。 

注：詳細については、次のリンクを参照してください。 

https://help.webex.com/ja-jp/n9r1aac/Configure-and-Manage-Webex-Calling-Devices#id_118912 

 

https://help.webex.com/ja-jp/n9r1aac/Configure-and-Manage-Webex-Calling-Devices%23id_118912
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4. [CSV テンプレートをダウンロード（download CSV template）] をクリックして、個人のマシンまたは 
Workstation 1 にファイルをダウンロードします。 

  
5. Kellie Melby を有効にします。ダウンロードしたテンプレートにはサンプルデータが含まれているため、それを削除

して Kellie の情報を入力します。デスクトップに CSV ファイルを保存します。 

 

注：各セッションは固有のドメインを使用します。XXX と YY をセッションドメイン名のものに置き換えます。[ディレ
クトリ番号（Directory Number）] は [ユーザ（User）] セクションですでに定義されているため、CSV ファイルには入
力しないようにしてください。[MAC アドレス（MAC Address）] 列を空白のままにすると、アクティベーションコー
ドが生成されるようになります。生成されたアクティベーションコードを後でデバイスに入力します。 

6. Kellie 用に作成されたファイルをアップロードします。[インポート（Import）] の部分に CSV ファイルをドラッグ
アンドドロップするか、[クリックしてブラウズ（click to browse）] をクリックしてファイルを選択します。[リン
クの指定（Provide a link）] が選択されていることを確認します。[送信（Submit）] をクリックします。 
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7. 送信完了後、[ダウンロードアクティベーションコード CSV（Download activation codes CSV）] リンクをクリック
して、生成されたコードを含む CSV ファイルをダウンロードできます。 

 

8. MPP 電話機にコードを入力すると、電話機が起動し、Kellie Melby として登録されます。 
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Room System を使用するための Webex Calling の設定 

このセクションでは、PSTN との間でマルチメディアコールの発着信ができるように、Webex Teams の共有ルームシス
テムのクラウドコーリング機能を有効にします。パブリック URI を使用して、他の Teams ユーザやサードパーティの 
SIP システムとの間で通話の発着信を行う機能を保持します。以下のことに留意する必要があります。 

• Webex Calling Room System は共有デバイスです（独自の ID/番号があります） 

• ペアリングされた Teams のソフトクライアント（モバイル/デスクトップ）から発信できます。コールは、ペア
リングされているユーザではなく、Room System の ID を前提としています。 

シスコのビデオエンドポイントを使用する場合は、以下の指示に従って登録してください。デバイスを使用しない場合、
このラボでは Webex Calling アプリがあれば十分です。Webex Calling アプリを使用する場合は、次のセクションに進
むことができます。 

1. Control Hub で [プレース（Places）] をクリックします。 

2. [新規のプレース（New Place）] をクリックします。 

3. [このプレースを何と呼びますか?（What will this place be called?）] には、「Anita_Room_Device」と入力しま
す。[次へ（Next）] をクリックします。

 

4. [その他のCisco Webex デバイス（Other Cisco Webex device）] を選択します。[次へ（Next）] をクリックします。 

 



ラボガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2020 Cisco および/またはその関係会社。All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 22/105 ページ 
  

5. [Cisco Webex Calling] を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

6. Anita の内線番号として 6017 を割り当て、[次へ（Next）] をクリックします。 
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7. 次の画面で、ワンタイムのアクティベーションコードが表示されます。エンドポイントにコードを入力すると、エン
ドポイントが登録されます。エンドポイントは登録後にアップグレードする場合があります。 

 

8. 登録が完了すると、プレースの下にエンドポイントが登録されていることを確認できます。 

9. Taylor、Rebekah、または Kellie の 4 桁の内線番号にダイヤルすることでテストできます。 

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ごとに用意された各自のユーザポータルからデスクトップクライアントをダウンロードできます。 

1. 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を使用した場合に発生する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。 

2. 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! 

3. 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
開きます。 
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4. [マイアプリ（MyApps）] をクリックします。 

5. 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。 

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

注：ラボ内のトライアルはすべて [北米（North America）] 地域に設定されています。 

7. 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。 

8. rbarretta@cbXXX.dc-YY.com と入力し、[次へ（Next）] をクリックします。 

9. パスワード：dCloud123! を入力し、[サインイン（Sign In）] をクリックします。 

10. Google Play と Apple App Store にもモバイルクライアントがあります。Google Play または Apple App Store で 
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、他のユーザでア
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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ダイヤルプラン機能拡張の設定 

この機能により、Control Hub の管理者はより構造化されたダイヤルプランを設定できるようになります。また、設定可
能な発信ダイヤル番号、ロケーションごとにプレフィックス番号を付加できる設定可能なロケーションコード、固定長の
内線番号も利用できます。 

新しいダイヤルプランのオプションは、顧客レベルおよびロケーションレベルで、Control Hub で設定します。 

顧客レベルの設定 

1. 左側パネルの [サービス（Services）] をクリックします。 

2. [コーリング（Call）] カードで、[サービス設定（Service Settings）] リンクをクリックします。これらのフィール
ドは、[編集（Edit）] をクリックして変更できます。このラボでは、すべてをデフォルト値のままにします。 
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ロケーションレベルの設定 

3. 左側パネルの [サービス（Services）] をクリックします。 

4. [コーリング（Call）] カードで、[ロケーション（Locations）] リンクをクリックします。 

5. 定義済みの [ロケーション（Location）] の [dCloud] をクリックします。 

6. [外線ダイヤル（External Dialing）] をクリックします。 

 

7. [編集（Edit）]、[続行（Continue）] の順にクリックします。 
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8. 外線発信の前にダイヤルする必要のある番号を指定します。このラボでは、外線に 9 を使用します。番号を定義した
ら、[保存（Save）] をクリックします。 

 

9. このラボでは、ローカルゲートウェイを設定した後でこのセクションをテストします。 

 

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。コール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るため、最初に必要な機能を
すべて追加してから、後でまとめて設定を行います。 

1. Control Hub で [サービス（Services）] に移動し、[コーリング（Call）] カードにある [機能（Features）] リンクを
クリックします。 
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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て割り当てられたもの
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. [ロケーション（Location）] フィールド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。 
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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 [オーダー
（Orders）] をクリックすると、作成しているすべての機能/オーダーのステータスをいつでも確認できます。 

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

 

6. ロケーション（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）]、[コールキュー（Call Queue）] の順にクリックします。 

9. ロケーション（Location）は [dCloud] を選択します。 

10. [保存（Save）]、[完了（Done）] の順にクリックし、もう一度 [完了（Done）] をクリックします。 

 

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。 
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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 [機能（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）] カードで省略記号 [ ] をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。 

 
Webex Calling ポータルで新しいタブが開きます。作成した機能ごとに開きます。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 ポータル内ですべて設定します。 

3. [割り当て（Assign）] をクリックし、ハントグループに関連する名前（Hunt Group など）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 [（未指定）（(empty)）] を選択します。 

5. [内線（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 [保存する（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（プロンプト
が表示される場合、[保存する（Save）] をクリックします）。 

9. [個別着信（One at a time）] オプションボタンを選択します。デフォルトでは、[順次着信（Top Down）] が選択さ
れています。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一度に 1 ユーザずつ呼び
出されます。常に同じユーザから始まり、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. [設定した呼び出し回数後に進める（Advance after a set number of rings）] チェックボックスをオンにし、呼出回
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。 

https://callinghelp.cisco.com/hunt_groups/
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13. [検索と割り当て（Find and Assign）] 内をクリックして検索し、[Taylor Bard] と [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 X [ ] をクリックして、ハントグループの設定を閉じます。 

コールキュー（Call Queue）の設定 

コールキューは、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）が応答できない場合に、クラ
ウドでコールを一時的に保留します。キューに入ったコールは、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）にルーティングされます。各コールキューにはリード番号が割り当てられます。これは、外部の
発信者がコールキューに割り当てられたユーザにアクセスするための電話番号です。コールキューには内線番号も割り当
てられ、この番号を内部でダイヤルしてもコールキューに割り当てられているユーザにアクセスできます。 

ラボでは、基本のコールキューを設定します。コール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 ポータルで [詳細サービス（Advanced Services）] をクリックします。 

https://callinghelp.cisco.com/modify_call_queues/
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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 1 つのコールキューの [割り当てます（Assign）] をクリックします。 

 

4. コールキューに Call Queue などの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。 
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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。 

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。 
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11. [詳細設定（Advanced Settings）] をクリック、展開しします。 

12. [ウェルカムメッセージは必須です（Welcome message is mandatory）] 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. [キュー内の位置をアナウンス（Announce Queue Position）] 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 と入力します。 

17. ページの右下で [保存（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。 
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19. [コールルーティング（Call Routing）] で、[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。 

 

20. ページの右下で [保存する（Save）] をクリックします。 

次に、キューに追加するライセンスと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）] 内をクリックして検索し、[Taylor Bard] と [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、コールキューを閉じます。 

 

自動音声応答（Auto Attendant）の設定 

自動音声応答によって電話に応答し、発信者のニーズに対応します。グリーティングの追加、メニューの設定、コールの
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する VIP リストを作成したり、特定の市外局番からのコールを
異なる方法で処理したりすることもできます。 

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。 
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1. Webex Calling ポータルで [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設定されています。テストのために、割り当
てられた [タイムスケジュール（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（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。 
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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。 

 

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。 
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11. [イベント（Events）] をクリックします。 

12. 曜日を示すように [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. [スケジュール作成（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。 

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。 

 営業時間用の自動音声応答設定 

設定対象 設定内容 

0 [未使用（Not Used）] 

1 [内線番号でダイヤル（Dial By Extension）] 

2 [名前でダイヤル（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、必要に応じて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 メッセージの設定方法などの詳細については、こちら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、[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。 

https://callinghelp.cisco.com/manage_auto_attendants/
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23. ポップアップメニューが表示された場合は、[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、[選択（Select）] をクリックします。 

24. 表示された番号の [アクション（Actions）] > [サービスの編集（Edit Service）] をクリックします。 

25. 内線を 6032 に変更します。 

26. 音声ポータルのパスコードとして 1357 を[新しいパスコード] および [新しいパスコードを確認してください] 欄に
入力します。 

 
27. [保存する（Save）] をクリックします。 

28. [X] をクリックして [音声ポータル（Voice Portal）] 設定ページを閉じます。 

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。 

29. 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。 

30. 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）を入力し、シャープ [#] を押します。 

31. パスコード 1357 を入力し、[#] を押します。 

32. 1 を押して自動音声応答グリーティングメッセージを変更します。 

33. 1 を押して、営業時間用のグリーティングメッセージを変更します。 

34. 1 を押してグリーティングメッセージを変更します。 

35. 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。 

36. 録音後、2 を押して録音したグリーティングメッセージを聞くか、1 を押して録音をやり直します。 

37. 自動音声応答のグリーティングメッセージを作成できたら電話を切ります。 
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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にかかってきた電話に応答でき
ます。ピックアップグループは、グループの管理者が定義したサイト内のユーザで構成され、グループコールピックアッ
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たりする必要があります。 

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を設定できます。 

• 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 ポータルで [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 [コールピックアップ（Call Pickup）] をクリックします。 
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ロケーション名の入力を聞かれるポップアップが出る場合は、dCloud を指定し、[選択] を押します。 

 

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。 
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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、定義されたグループユーザが他のメンバーに対してコールを一旦保留（パーク）するこ
とができます。グループの他のメンバーは、保留されたコールを自分の電話機でとることができます。 

開始前に把握しておくべき事項： 

• 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を設定できます。 

• 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 ポータルで [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）] 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. 作成されたエントリの[編集 (Edit) ] をクリックします。 
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6. 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。 

 

7. [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
の設定が行えます。 

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）ができるサービスです。システムでページングの準備が整ってい
ることを発信者に通知する機能もあります。放送後、発信者が電話を切ればページングが終了します。 

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。 
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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. Control Hub ですでに設定してあるページンググループの横の [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）] を入力します（PagingGrp など）。 

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）] で、[ページング先（Paging Targets）] をクリックします。 
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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. ページの左側で、[発信者（Originators）] をクリックします。  

9. [利用可能（Available）] セクションで、ユーザを [Originators] タブから [割り当て済み（Assigned）] に移動できま
す。これにより、任意のユーザがページングサービスを開始できるようになります。ページング番号をダイヤルする
ユーザは、ページング発信者グループである必要があります。 
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10. ページの右下で、[保存する（Save）] をクリックします。 

11. 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。 

 

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 も Webex Calling クライアントにログインしま
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 のいずれかでコールを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、コールキューのテスト 

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たものです。 
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 営業時間用の自動音声応答設定 

設定対象 設定内容 

0 [未使用（Not Used）] 

1 [内線番号でダイヤル（Dial By Extension）] 

2 [名前でダイヤル（Dial By Name）] 

3 [Taylor に直接ダイヤルする（Dial Taylor directly）] 

4 [Taylor と Rebekah に着信するハントグループに転送する（Transfer to Hunt Group which Taylor and Rebekah are called）] 

5 [Taylor と Rebekah に着信するコールキューに転送する（Transfer to Call Queue which Taylor and Rebekah are called）] 

ハントグループとコールキューに Taylor と Rebekah を設定しました。 3 人目のユーザが電話をかけることで両方の
ユーザへのルーティングをテストできます。これらの機能をテストするために、3 人目のユーザ Stefan Mauk（内線：
6023）を設定しました。Stefan Mauk でサインインした Calling アプリケーションか Stefan Mauk の Webex Calling 
エンドポイントを使用できます。 

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。コールは指定した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 
文字を入力するとコールが転送されます。コールに応答します。拒否すると、通話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）、通話を拒否すると、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、自分のキュー内の位置も通知されます。 
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、コールは他のエージェントに転送されます。 

• 着信に応答せずに、呼出音が鳴ったままにしておくと、設定したタイマーに基づいて発信者に音声プロンプトが
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。 
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コールピックアップのテスト 

次に、グループ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 に発信します。着信呼に応答しないでください。 

2. Taylor の MPP 電話機またはアプリで、*98 をダイヤルして電話に出ます。 

3. 終了したら、コールを終了します。 

 

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 を設定されています。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 または Rebekah 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します。 

• 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。 

• 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。 

• PC クライアントアプリの場合、 [パーク（Park）] ボタン [ ] をクリックし、ユーザの内線番号を表示する
緑色のボタンをクリックします。または、[別の内線番号を使用（Use another extension）] ボックスに別の内線
番号を入力し、[パーク（Park）] をクリックします。 

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ります。(パーク解除 (UnPark, Park Retrieve)) 

• 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。 
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• 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。この機能は、環境によって使用できる場合もあれば、使用でき
ない場合もあります。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。その IP ア
ドレスがマルチキャストルーティング専用として空いていることを確認します。 

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

• 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 電話機が利用できる必要があ
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 MPP 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. グループ内のその他すべての MPP 電話機に搭載されているスピーカーからページング音が聞こえます。他の電話機
で数秒間ページング音が聞こえた後、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）」というメッセージが聞こえます。メッセージが聞こえた後に Taylor の電話機で話すと、他の電話機で聞
くことができます。 
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 CUBE ハイアベイラビリティ（HA）の設定 

レイヤ 2 ボックスツーボックス冗長性 

価値提案：この機能を使用すると、アクティブな CUBE が予定どおりに、または予定された理由で停止した場合に、
LGW ベースの PSTN コールを保持できます。  

CUBE HA レイヤ 2 ボックスツーボックス冗長性は、冗長グループ（RG）インフラストラクチャのプロトコルを使用し
てルータのアクティブ/スタンバイペアを形成します。アクティブ/スタンバイペアは、それぞれのインターフェイスで同
じ仮想 IP アドレス（VIP）を共有し、絶えずステータスメッセージを交換します。CUBE のセッション情報は、ルータの
アクティブ/スタンバイペア間でチェックポイントが作成されるため、アクティブルータが停止した場合は、スタンバイ
ルータが CUBE のコール処理の全責任をすぐに引き継ぐことができます。これにより、シグナリングとメディアがス
テートフルに保持されます。  

注：チェックポイントが作成されるのは、メディアパケットを使用する接続中のコールのみです。（試行中や呼び出し
中の状態など）未確立コールのチェックポイントは作成されません。 

これ以降、このアプリケーションノートの CUBE HA は、コールをステートフルに保持するための CUBE ハイアベイラ
ビリティ（HA）レイヤ 2 ボックスツーボックス（B2B）冗長性を指します。  

IOS-XE 16.12.2 以降、CUBE HA は Cisco Webex Calling 環境のローカルゲートウェイとして導入できます。このアプ
リケーションノートでは、設計上の考慮事項と設定について説明します。図 3 に Cisco Webex Calling 環境のローカル
ゲートウェイとして導入される一般的な CUBE HA の設定を示します。  

 

 
冗長グループ（RG）インフラのコンポーネントは、2 つの CUBE 間のボックスツーボックス通信インフラストラクチャ
をサポートし、最終的な安定した冗長状態をネゴシエートします。RG インフラのコンポーネントは以下を提供します。 

• （制御インターフェイスを介して）2 つの CUBE 間で keepalive および hello メッセージを交換し、各ルータの
最終的な冗長状態をネゴシエートする HSRP のようなプロトコル – 上記の図 3 の GigabitEthernet3 
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• （データインターフェイスを介して）アクティブルータからスタンバイルータに向かう各コールのシグナリング
およびメディア状態のチェックポイントを作成するトランスポートメカニズム - 上記の図 3 の 
GigabitEthernet3 

• トラフィック インターフェイスの仮想 IP（VIP）インターフェイスの設定/管理（同じ RG グループを使用して
複数のトラフィック インターフェイスを設定可能）– GigabitEthernet1 および 2 はトラフィック インターフェ
イスとみなされる 

この RG コンポーネントは、音声 B2B HA をサポートするように特別に設定する必要があります。  

 

仮想 IP（VIP）アドレスの管理（シグナリングとメディア両方）：B2B HA は VIP を利用して冗長性を実現します。
CUBE HA ペアの CUBE 両方の VIP インターフェイスと関連する物理インターフェイスは、同じ LAN サブネット上に存在
する必要があります。音声 B2B HA をサポートするには、VIP を設定し、VIP インターフェイスと特定の音声アプリケー
ション（SIP）をバインディングする必要があります。CUCM、Webex Calling アクセス SBC、サービスプロバイダー、
またはプロキシなどの外部デバイスは、CUBE HA ルータを通過するコールの宛先 IP アドレスとして VIP を使用します。
したがって、Webex Calling の観点から見ると、CUBE HA ペアは単一のローカルゲートウェイとして機能します。 

確立されたコールのコールシグナリングと RTP セッションの情報は、アクティブルータからスタンバイルータへチェッ
クポイントが作成されます。アクティブルータが停止するとスタンバイルータが機能を引き継ぎ、それまで最初のルータ
によってルーティングされていた RTP ストリームを転送し続けます。 

フェールオーバー時に過渡状態（つまり、コールがまだ完全に確立されていない状態か、転送または保留機能によって変
更途中の状態）にあるコールは、切り替え後保持されません。確立されたコールで行われるスイッチオーバーは、ス
イッチオーバー後に切断できます。  

 

CUBE HA の設計に関する考慮事項と制限事項 
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コールのステートフル フェールオーバー用の LGW として CUBE HA を使用する場合は、次の要件が適用されます。 

• CUBE HA では、TDM またはアナログインターフェイスを冗長構成にできません。 

• Gig1 と Gig2 はトラフィック（SIP/RTP）インターフェイス、Gig3 は冗長グループ（RG）制御/データインター
フェイスと呼ばれます。 

• 3 つ以上の CUBE HA ペアを同じレイヤ 2 ドメインに配置することはできません（グループ ID 1 のペアとグ
ループ ID 2 のペアの 2 つまで）。グループ ID が同じ 2 つの HA ペアを設定する場合、RG 制御/データイン
ターフェイスは別のレイヤ 2 ドメイン（VLAN、個別のスイッチ）に属している必要があります。 

• ポートチャネルは、RG 制御/データおよびトラフィック インターフェイスの両方でサポートされます。 

• シグナリング/メディアはすべて、仮想 IP アドレスが送信元/宛先になります。 

• プラットフォームが CUBE HA 構成でリロードされるときは、必ずスタンバイとして起動します。  

• すべてのインターフェイス下位番号（Gig1、Gig2、Gig3）は、同じプラットフォーム上にある必要があります。 

• 冗長インターフェイス識別子（RII）は、同じレイヤ 2 上のペア/インターフェイスの組み合わせに対して一意で
ある必要があります。 

• 両方の CUBE の設定は、物理設定を含めて同一であり、同じ種類のプラットフォームと IOS-XE バージョンで実
行する必要があります。 

• ループバック インターフェイスは常に UP 状態のため、バインドとして使用することはできません。 

• 複数のトラフィック（SIP/RTP）インターフェイス（Gig1、Gig2）を使用する場合は、インターフェイス ト
ラッキングを設定する必要があります。 

• RG 制御/データリンク（Gig3）用のクロスケーブル直結接続は、CUBE HA ではサポートされません。  

• CUBE HA を機能させるには、同じようなインターフェイスのすべてでプラットフォームを同一にし、1 台の物理ス
イッチを介して接続する必要があります（CUBE-1 と CUBE-2 の GE0/0/0 を同じスイッチで終端させるなど）。  

• WAN を 直接 CUBE で、または片側のデータ HA で終端させることはできません。 

• アクティブ/スタンバイの両方が同じデータセンター内にある必要があります。 

• 冗長性を確保するために個別の L3 インターフェイス（RG 制御/データ、Gig3）を使用する必要があります（トラ
フィック用のインターフェイスを HA のキープアライブやチェックポイント作成に使用することはできません）。 

• フェールオーバー時には、以前アクティブだった CUBE がリロードされ、シグナリング/メディアを保持するよ
うになっています。 
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LGW としての CUBE HA の設定手順 

LGW としての CUBE HA は、次の順序で設定する必要があります。 

 

1. 両方の CUBE でレイヤ 2 ボックスツーボックス冗長性を設定して仮想 IP を起動します（このシナリオ）。 

2. 両方のプラットフォームで LGW に固有の設定を行います（次のシナリオ）。 

 

このシナリオで使用する、HA ペアとして設定する CUBE は LocalGateway1 と LocalGateway2 です。  

名前 説明 ホスト名（FQDN） IP アドレス ユーザ名 パスワード 

LocalGateway1 
（LGW としての CUBE HA） 

CSR1000V（IOS-XE 16.12.2） 該当なし 198.18.1.226 – Gig1 
198.18.133.226 – Gig2 
10.1.1.1 – Gig3 

admin dCloud123! 

LocalGateway2 
（LGW としての CUBE HA） 

CSR1000V（IOS-XE 16.12.2） 該当なし 198.18.1.227 – Gig1 
198.18.133.227 – Gig2 
10.1.1.2 – Gig3 

admin dCloud123! 

 
参考：『ローカルゲートウェイとして CUBE のハイアベイラビリティを実装する』 

 

レイヤ 2 ボックスツーボックス冗長性を確保するための段階的な IOS-XE の設定 

 

 
 
HA ペアでローカルゲートウェイとして使用する両方 の vCUBE で次の手順を実行します。 

 
ステップ 1：インターフェイス トラッキング：グローバルレベルで次のように設定してインターフェイスのステータス
を追跡します。  

 

https://help.webex.com/ja_jp/ndiofhf/Implement-CUBE-High-Availability-as-Local-Gateway
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 両方の CUBE における Gig1 と Gig2 のインターフェイス トラッキングの設定 

設定内容 

conf t 
track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol 
track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol 
exit 

 
トラッキング CLI は、トラフィック インターフェイスが down した後にアクティブルータがアクティブなロールを終了
できるよう、音声トラフィック インターフェイスの状態を追跡するために RG で使用されます。 

 

 

 
ステップ 2：プラットフォームでの冗長グループ（RG）の有効化：アプリケーション冗長サブモードの VoIP HA で使用
できるように RG を設定します。 

 両方の CUBE における冗長グループの設定 

設定内容 

redundancy 
 application redundancy 
  group 1 
   name LocalGateway-HA 
   priority 100 failover threshold 75 
   control GigabitEthernet3 protocol 1 
   data GigabitEthernet3 
   timers delay 30 reload 60 
   track 1 shutdown   
   track 2 shutdown 
   exit 
  protocol 1 
   timers hellotime 3 holdtime 10 
  exit 
 exit 
exit 

 
  



ラボガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2020 Cisco および/またはその関係会社。All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 57/105 ページ 
  

この設定で使用されるフィールドの説明は次のとおりです。 

• redundancy：冗長モードに入ります。 

• application redundancy：アプリケーション冗長設定モードに入ります。 

• group：冗長アプリケーショングループ設定モードに入ります。 

• name LocalGateway-HA：RG の冗長グループ名を定義します。 

• priority 100 failover threshold 75：冗長グループの初期優先度とフェールオーバーしきい値を指定します。 

• timers delay 30 reload 60：遅延とリロードの 2 つのタイマーを設定します。 

o 遅延タイマー：インターフェイスの起動後に RG の初期化とロールネゴシエーションをどれだけの時間
遅らせるのかを指定します（デフォルトは 30 秒）。範囲は 0 ～ 10000 秒です。 

o リロード：リロード後に RG の初期化とロールネゴシエーションをどれだけの時間遅らせるのかを指定
します（デフォルトは 60 秒）。範囲は 0 ～ 10000 秒です。 

o これらのタイマーを調整することにより、ルータのブートアップ/リロード中に発生する可能性がある、
さらなるネットワーク コンバージェンスの遅延に対応できますが、ネットワークのルーティングが安定
したポイントに収束した後に RG プロトコルのネゴシエーションが確実に行われるようにするために、
デフォルトのタイマーを使用することをお勧めします。たとえば、フェールオーバー後に新しいスタン
バイが新しいアクティブからの最初の RG hello パケットを確認するまでに最大 120 秒かかることがわ
かった場合は、タイマーを「timers delay 60 reload 120」に調整してこの遅延を考慮に入れる必要があ
ります。 

• control GigabitEthernet3 protocol 1：2 つの CUBE 間で keepalive および hello メッセージを交換するために
使用されるインターフェイスを設定するとともに、制御インターフェイスに接続され、冗長アプリケーションプ
ロトコル設定モードに入るプロトコルインスタンスを指定します。 

• data GigabitEthernet3：データトラフィックのチェックポイントを作成するために使用されるインターフェイ
スを設定します。 

• track：RG のインターフェイスのトラッキング。 

• protocol 1 ：制御インターフェイスに接続され、冗長アプリケーションプロトコル設定モードに入るプロトコル
インスタンスを指定します。 

• timers hellotime 3 holdtime 10：hellotime と holdtime の 2 つのタイマーを設定します。 

o hellotime：連続する hello メッセージの間隔（デフォルト 3 秒）。範囲は 250 ミリ秒～ 254 秒です。 

o holdtime：hello メッセージを受信してから送信元ルータで障害が発生したと推定されるまでの間隔。この
時間は、hellotime (デフォルト 10 秒)より長くする必要があります。範囲は 750 ミリ秒～ 255 秒です。 

holdtime タイマーの値が hellotime タイマーの値の 3 倍以上になるように設定することをお勧めします。 
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ステップ 3：CUBE アプリケーションのボックスツーボックス冗長性を有効にします。「voice service voip」配下で前
のステップの RG を設定します。これにより、CUBE アプリケーションで冗長プロセスを制御できるようになります。  

 両方の CUBE におけるボックスツーボックス冗長性の有効化 

設定内容 

voice service voip 
redundancy-group 1 
exit 

 
• redundancy-group 1：このコマンドを追加/削除するには、更新した設定を有効にするためのリロードが必要

です。すべての設定が適用されてからプラットフォームをリロードします。 

 

 

 

 

注：すべてのステップが終了してからプラットフォームのリロードを進めます。 

 
ステップ 4：RG インフラプロトコルのトラフィック インターフェイスを設定します。以下に示すように、Gig1 および 
Gig2 インターフェイスにそれぞれの仮想 IP を設定し、冗長インターフェイス識別子（RII）を適用します。 

 両方の CUBE のトラフィック インターフェイス Gig1 と Gig2 両方における RG の設定 

設定内容 

interface GigabitEthernet1 
 redundancy rii 1 
 redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive  
 exit 
! 
interface GigabitEthernet2 
 redundancy rii 2 
 redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive  
 exit 

 
この設定で使用されるフィールドの説明は次のとおりです。 

• redundancy rii：冗長グループ用の冗長インターフェイス識別子を設定します。仮想 MAC（VMAC）アドレス
を生成するために必要です。同じ VIP を持つ各ルータ（アクティブ/スタンバイ）のインターフェイスで同じ RII 
値を使用する必要があります。 
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注：同じ LAN に複数の B2B ペアがある場合は、（コリジョンを防ぐために）各ペアのそれぞれのインターフェイスで
一意の RII を使用する必要があります。「show redundancy application group all」を実行すると、正しいローカルおよ
びピア情報が示されます。  

• redundancy group 1：インターフェイスと上記のステップ 2 で作成した冗長グループを関連付けます。RG、お
よびこの物理インターフェイスに割り当てられた VIP を設定します。 

注：冗長性を確保するために個別のインターフェイスを使用する必要があります。つまり、音声トラフィックに使用す
るインターフェイスを上記のステップ 2 で指定した制御およびデータインターフェイスとして使用することはできませ
ん。この例では、RG 制御/データ用として Gigabit インターフェイス 3 が使用されています。  

 

 

 

 
ステップ 5：設定を保存し、両方のプラットフォームを 1 つずつリロードします。 

注：このステップは、ローカルゲートウェイに固有の設定を両方のプラットフォームに適用した後に実行できます。た
だしここでは、関連する CUBE HA の show コマンドセットを示すために、ローカルゲートウェイに固有の CLI を 
CUBE に適用する前にこのステップを進めます。 

 設定の保存とプラットフォームのリロード（LocalGateway1 から開始し、完全に起動してから LocalGateway2 に移る） 

設定内容 

exit 
wr 
reload 
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まず、 LocalGateway1 の設定を保存してリロードします。  

 

LocalGateway1 が完全に起動したら、 LocalGateway2 の設定を保存してリロードします。  

 

 

アクティブ/スタンバイの show コマンドによる検証 

設計上の考慮事項に従って最後に LocalGateway2 をリロードしましたが、最後にリロードするプラットフォームは常
にスタンバイになります。以下の CLI により、ボックスツーボックス設定が想定どおりに機能していることを確認でき
ます。関連する出力は赤色で強調表示されています。 

show redundancy application group all 

 
LocalGateway1#show redundancy application group all 
Faults states Group 1 info: 
        Runtime priority: [100] 
                RG Faults RG State: Up. 
                        Total # of switchovers due to faults:           0 
                        Total # of down/up state changes due to faults: 0 
Group ID:1 
Group Name:LocalGateway-HA 
 
Administrative State: No Shutdown 
Aggregate operational state : Up 
My Role: ACTIVE 
Peer Role: STANDBY 
Peer Presence: Yes 
Peer Comm: Yes 
Peer Progression Started: Yes 
 
RF Domain: btob-one 
         RF state: ACTIVE 
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         Peer RF state: STANDBY HOT 
 
RG Protocol RG 1 
------------------ 
        Role: Active 
        Negotiation: Enabled 
        Priority: 100 
        Protocol state: Active 
        Ctrl Intf(s) state: Up 
        Active Peer: Local 
        Standby Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3 
        Log counters: 
                role change to active: 1 
                role change to standby: 1 
                disable events: rg down state 0, rg shut 0 
                ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0 
                reload events: local request 0, peer request 0 
 
RG Media Context for RG 1 
-------------------------- 
        Ctx State: Active 
        Protocol ID: 1 
        Media type: Default 
        Control Interface: GigabitEthernet3 
        Current Hello timer: 3000 
        Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000 
        Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000 
        Stats: 
                Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0 
                Authentication not configured 
                Authentication Failure: 0 
                Reload Peer: TX 0, RX 0 
                Resign: TX 0, RX 0 
        Standby Peer: Present. Hold Timer: 10000 
                Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0 
 
LocalGateway1# 

 
 
LocalGateway2#show redundancy application group all 
Faults states Group 1 info: 
        Runtime priority: [100] 
                RG Faults RG State: Up. 
                        Total # of switchovers due to faults:           0 
                        Total # of down/up state changes due to faults: 0 
Group ID:1 
Group Name:LocalGateway-HA 
 
Administrative State: No Shutdown 
Aggregate operational state : Up 
My Role: STANDBY 
Peer Role: ACTIVE 
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Peer Presence: Yes 
Peer Comm: Yes 
Peer Progression Started: Yes 
 
RF Domain: btob-one 
         RF state: STANDBY HOT 
         Peer RF state: ACTIVE 
 
 
RG Protocol RG 1 
------------------ 
        Role: Standby 
        Negotiation: Enabled 
        Priority: 100 
        Protocol state: Standby-hot 
        Ctrl Intf(s) state: Up 
        Active Peer: address 10.1.1.1, priority 100, intf Gi3 
        Standby Peer: Local 
        Log counters: 
                role change to active: 0 
                role change to standby: 1 
                disable events: rg down state 0, rg shut 0 
                ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0 
                reload events: local request 0, peer request 0 
 
RG Media Context for RG 1 
-------------------------- 
        Ctx State: Standby 
        Protocol ID: 1 
        Media type: Default 
        Control Interface: GigabitEthernet3 
        Current Hello timer: 3000 
        Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000 
        Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000 
        Stats: 
                Pkts 67, Bytes 4154, HA Seq 0, Seq Number 67, Pkt Loss 0 
                Authentication not configured 
                Authentication Failure: 0 
                Reload Peer: TX 0, RX 0 
                Resign: TX 0, RX 0 
        Active Peer: Present. Hold Timer: 10000 
                Pkts 58, Bytes 1972, HA Seq 0, Seq Number 1506, Pkt Loss 0 
 
LocalGateway2# 
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 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 を使用して（BYOPSTN で）クラウド登録済みの電話に PSTN 接続
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。 

この設定では、ローカルゲートウェイとしてすぐ前のシナリオの CUBE HA を使用します。  

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 導入環境を示していて、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
の通話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。 

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。 
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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(4) および 16.12.2 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 16.12.2） 

参考 Webex Calling 用の環境の準備 [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、シナリオ 3 の LGW 設定としての CUBE HA で使用した 
IOS-XE16.12.2 の CSR1000v 用です。 

 

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 番号に電話が入ってきます。 

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 セッションの [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。 

https://help.webex.com/en-us/32gfts/Webex-Calling-Configuration-Workflow#Prepare-Your-Environment-for-Webex-Calling
https://help.webex.com/en-us/32gfts/Webex-Calling-Configuration-Workflow#Prepare-Your-Environment-for-Webex-Calling
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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 にてお客様サイト用にローカルゲートウェイを定義し、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 [承認（Accept）] をクリックします。 

4. Control Hub で [サービス（Services）] に移動し、[コーリング（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/


ラボガイド 
Cisco dCloud 

 

 

© 2020 Cisco および/またはその関係会社。All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 67/105 ページ 
  

各ロケーションに PSTN オプションを割り当てることができます。オプションは、[ローカルゲートウェイ（Local 
Gateway）] か [クラウド接続 PSTN（Cloud Connected PSTN）] のいずれかを選択できます。このラボでは、1 つのロ
ケーションに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。 

5. ロケーション（[dCloud]）を選択し、サイドカードがロードされるまで待ちます。次に上記の [未割り当て
（Unassigned）] をクリックし、PSTN オプションを選択します。  

 

6.  [PSTN 接続（PSTN Connection）] の [編集（Edit）] をクリックします。 
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7. 下記の [続行（Continue）] をクリックします。 

 

 

8. 下記の [ローカルゲートウェイ（Local Gateway）] を選択し、[管理（Manage）] をクリックします。 
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9. 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。 

 

 

10. ゲートウェイの名前として自分の名前（Hussain など）を入力し、緑色のチェックマーク [ ] 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）。 

 

 

11. 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。 
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12. 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「?」か「!」で始まる場合、それらの文字はルータ
でコマンドとして適用されることがあるため、再生成してください。これはローカルゲートウェイのコマンドで特別
な意味を持つためです。 

 
 

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
めて取得しようと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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13. ポップアップメッセージで [はい（Yes）] をクリックします。 

14. [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ログ
イン情報が必要です。 

ローカルゲートウェイのユーザ名とパスワードのサンプル 

 

15. ユーザ名とパスワードを取得できたら、[完了（Done）] をクリックします。 

16. 上記の情報をすべて収集したら、[戻る（Back）] をクリックします。 
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17. 下記の 2 つのチェックボックスをオンにして電話番号ポートの確認応答を受信し、[保存（Save）] をクリックします。 

 
 

ローカルゲートウェイの設定 

ここで、前のセクションで取得した LocalGateway1 と LocalGateway2 両方のプラットフォームの情報を使用して
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。 

このセクションに記載されているすべての手順を LocalGateway1 と LocalGateway2 の両方で実
行する必要があります。 

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. LocalGateway1 の保存されたセッションをダブルクリックし、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。 
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4. ローカルゲートウェイの設定を進める前に、以下のコマンドでマスターキーのパスワードを事前に設定し、ログイン
情報、共有秘密、またはその両方で使用できるようにする必要があります。タイプ 6 パスワードは、AES 暗号と
ユーザ定義のマスターキーを使用して暗号化されます。 

マスターキーとして Password123 を使用します。  

 ローカル ゲートウェイ マスター キーの設定 

設定内容 

configure terminal 
key config-key password-encrypt Password123 
password encryption aes 
end 

 

 

5. 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。 

6. trustpoint を 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。cn-san-validate server
はテナント 200（後述の説明を参照）で設定されたアウトバウンドプロキシが、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 が接続を確立させるために必要です。crypto trustpoint は、ローカルクライアント証
明書（mTLS 等）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。 

7. 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 

設定内容 

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 

 

8. 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 

設定内容 

! 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 
! 検証する 
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 

 

9. 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。 

 ローカルゲートウェイ設定  

設定内容 

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 128.177.14.0 255.255.255.128 
    ipv4 128.177.36.0 255.255.255.192 
    ipv4 135.84.169.0 255.255.255.128 
    ipv4 135.84.170.0 255.255.255.128 
    ipv4 135.84.171.0 255.255.255.128 
    ipv4 135.84.172.0 255.255.255.192 
    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 t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none 
  stun 
    stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 
    stun flowdata shared-secret 0 Password123$ 
  sip 
    g729 annexb-all 
    early-offer forced 
    end 

ローカルゲートウェイの設定 

 
上記のコマンドの説明： 

ip address trusted list – 不正通話行為の防止 

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。LGW のデフォルトでは、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の「ポート参照」セクション
（https://help.webex.com/ja-jp/b2exve/Port-Reference-Information-for-Cisco-Webex-Calling#id_119637）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。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います。 

media statistics 

LGW での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を定期取得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し SIP-SIP 通話を有効にします。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
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 が隣接ピアの確認応答を取得してから SDP 情報を送信させるのではなく、Initial 
INVITE メッセージに SDP 情報を含めて送信させます。 

 

https://help.webex.com/ja-jp/b2exve/Port-Reference-Information-for-Cisco-Webex-Calling#id_119637
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SIP プロファイルの設定 

このセクションでは、以下の図に示すように、rule 20 に対するトランクグループ 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。 

10. Webex Calling はリクエスト/応答メッセージの SIPS URI をサポートしていないため、SIP プロファイルを次のよう
に設定して SIPS URI を SIP に変換する必要があります（ただし、_sips._tcp.<outbound-proxy> のように SRV クエ
リには SIPS URI が必要です）。 

rule 20 は、1 つの企業内の 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 パラメータを含めるように From ヘッダーを変更します。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 の情報を使用してください。 

設定のマッピング例 
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 ローカルゲートウェイ SIP プロファイル設定 

設定内容 

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 

 

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

 ローカルゲートウェイ設定 

設定内容 

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 暗号スイートの設定 

 

上記のコマンドの説明： 

voice class codec 99  

セッションで g729 と g711（μ 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 に対する 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 電話機が別の 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。 
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12. 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。 

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 

• [アウトバウンドプロキシアドレス（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 

設定内容 

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 0 bjljJ2VQji realm BroadWorks 
authentication username Hussain3350_LGU password 0 bjljJ2VQji realm BroadWorks 
authentication username Hussain3350_LGU password 0 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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上記のコマンドの説明： 

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します。2 分（240 秒の 50%）間隔で再登録されます。 

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 

コールの認証 

no remote-party-id 

SIP Remote-Party-ID（RPID）ヘッダーを無効化します。Webex Calling では PAI を使用するためです（CLI で 
asserted-id pai コマンドを使用して有効化します。以下を参照してください）。 

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

Webex Calling サーバ情報。 

connection-reuse 

登録処理とコール処理に同じ永続的接続を使用します。 

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 へのトランスポートを設定します。 

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 処理を使用します。 

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。 
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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
セージのライン/ポートを変更します。 

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

Webex Calling Access SBC 情報。 

privacy-policy passthru 

Incoming Leg で受け取ったプライバシーヘッダーの値を Outboud Leg に透過します。 

 

13. 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テナント設定 

設定内容 

! 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 

ローカルゲートウェイ音声クラステナント設定 
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14. 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 

設定内容 

! - 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 の下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。 

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 

 

 

15. 次の表のように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設定 

設定内容 

! - 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 
 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 
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ローカルゲートウェイの発信ダイヤルピア設定 

 

 

16. 次のように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  

設定内容 

! - 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 
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ローカルゲートウェイのダイヤルピアグループ設定 

 

17. 次のように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 

設定内容 

! - 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。 

18. コマンドプロンプトで end と入力します。 

19. 保存するには、copy run start と入力し、Enter/Return 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、アクティブな CUBE は Webex Calling のローカルゲートウェイとして登録されています。  
 

アクティブ/スタンバイおよび登録の show コマンドによる検証 

どのようなときでも、Webex Calling アクセス SBC でローカルゲートウェイとしてアクティブな登録を維持するプラッ
トフォームは 1 つのみです。  

 

日本語版注: 

初期設定時はこの時点で ACTIVE/STANDBY の両方が register している可能性があります。 

Redundancy 設定を正しく動作させるために、 両方の LGW にて設定を保存後(wr)、 

LGW2 を reload し、立ち上がってきたのを確認後、LGW1 を reload してください。 

LGW1 が立ち上がった後、以下を確認します。 
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次の show コマンドの出力を見てみましょう。 

show redundancy application group 1 

show sip-ua register status 

 
LocalGateway1#show redundancy application group 1 
Group ID:1 
Group Name:LocalGateway-HA 
 
Administrative State: No Shutdown 
Aggregate operational state : Up 
My Role: STANDBY 
Peer Role: ACTIVE 
Peer Presence: Yes 
Peer Comm: Yes 
Peer Progression Started: Yes 
 
RF Domain: btob-one 
         RF state: STANDBY HOT 
         Peer RF state: ACTIVE 
 
LocalGateway1#show sip-ua register status 
LocalGateway1# 

 
LocalGateway2#show redundancy application group 1 
Group ID:1 
Group Name:LocalGateway-HA 
 
Administrative State: No Shutdown 
Aggregate operational state : Up 
My Role: ACTIVE 
Peer Role: STANDBY 
Peer Presence: Yes 
Peer Comm: Yes 
Peer Progression Started: Yes 
 
RF Domain: btob-one 
         RF state: ACTIVE 
         Peer RF state: STANDBY HOT 
 
LocalGateway2#show sip-ua register status 
 
Tenant:  200 
--------------------- Registrar-Index  1 --------------------- 
Line                             peer      expires(sec) reg survival  P-Associ-URI 
================================ ========= ============ === ========  ============ 
Hussain8789_LGU                  -1         48          yes normal 
VCUBE-2# 
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上記の出力から、LocalGateway2 が Webex Calling アクセス SBC で登録を維持するアクティブな LGW である一方、
LocalGateway1 の「show sip-ua register status」の出力が空白になっていることがわかります。 

 

ここで、ローカルゲートウェイ ペアとしてこの CUBE HA で現在スタンバイの CUBE となっている、LocalGateway1 
で次のデバッグを有効にします。 

 
VCUBE-1#debug ccsip non-call 
SIP Out-of-Dialog tracing is enabled 
VCUBE-1#debug ccsip info 
SIP Call info tracing is enabled 
VCUBE-1#debug ccsip message 

  
ここでは、アクティブな LGW である LocalGateway2 で次のコマンドを発行してフェールオーバーをシミュレートし
ます。 
 
LocalGateway2#redundancy application reload group 1 self 

 

アクティブ LGW からスタンバイ LGW へのスイッチオーバーは、上記の CLI に加えて次のシナリオでも行われます。 

• アクティブルータがリロードされた場合 

• アクティブルータの電源が切断されて再度投入された場合 

• トラッキングが有効になっている、アクティブルータの RG が設定されたインターフェイスがシャットダウンさ
れた場合  

 

ここで、LocalGateway1 が Webex Calling アクセス SBC に登録されているかどうかを確認します。LocalGateway2 
はもうリロードされているでしょう。 

 
LocalGateway1#show sip-ua register status 
 
Tenant:  200 
--------------------- Registrar-Index  1 --------------------- 
Line                             peer      expires(sec) reg survival  P-Associ-URI 
================================ ========= ============ === ========  ============ 
Hussain8789_LGU                  -1         56           yes normal 
LocalGateway1# 
  
LocalGateway1 はアクティブな LGW になっています。LocalGateway1 のデバッグログにて、仮想 IP を用いて 
Webex Calling に SIP REGISTER を送信して 200 OK を受信するログを見てみましょう。 
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LocalGateway1#show log 
 
Jan 9 18:37:24.769: %RG_MEDIA-3-TIMEREXPIRED: RG id 1 Hello Timer 
Expired. 
Jan 9 18:37:24.771: %RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from 
Standby to Active 
Jan 9 18:37:24.783: %VOICE_HA-2-SWITCHOVER_IND: SWITCHOVER, from 
STANDBY_HOT to ACTIVE state. 
Jan 9 18:37:24.783: //-
1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sip_ha_notify_active_role_event: 
Received notify active role event 
 
Jan 9 18:37:25.758: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: 
Sent: 
REGISTER sip:40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK0374 
From: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain3350_lgu>;tag=8D573-189 
To: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com> 
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT 
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97 
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02 
Max-Forwards: 70 
Timestamp: 1578595044 
CSeq: 2 REGISTER 
Contact: <sip:Hussain8789_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls> 
Expires: 240 
Supported: path 
Content-Length: 0 
 
Jan 9 18:37:25.995: //1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: 
Received: 
SIP/2.0 401 Unauthorized 
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK0374;rport=4742 
From: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain3350_lgu>;tag=8D573-189 
To: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SDlu8bd99-1324701502-1578595045969 
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97 
Timestamp: 1578595044 
CSeq: 2 REGISTER 
WWW-Authenticate: DIGEST 
realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58z1iBW",algorithm=MD5 
Content-Length: 0 
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Jan 9 18:37:26.000: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: 
Sent: 
REGISTER sip:40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK16DC 
From: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain3350_lgu>;tag=8D573-189 
To: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com> 
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:25 GMT 
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97 
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02 
Max-Forwards: 70 
Timestamp: 1578595045 
CSeq: 3 REGISTER 
Contact: <sip:Hussain8789_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls> 
Expires: 240 
Supported: path 
Authorization: Digest 
username="Hussain3350_LGU",realm="BroadWorks",uri="sips:40462196.cisco-
bcld.com:5061",response="b6145274056437b9c07f7ecc08ebdb02",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti5
8z1iBW",cnonce="3E0E2C4D",qop=auth,algorithm=MD5,nc=00000001 
Content-Length: 0 
 
Jan 9 18:37:26.190: //1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: 
 
Received: 
SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK16DC;rport=4742 
From: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain3350_lgu>;tag=8D573-189 
To: <sip:Hussain8789_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SDlu8bd99-1897486579-1578595046184 
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97 
Timestamp: 1578595045 
CSeq: 3 REGISTER 
Contact: <sip:Hussain8789_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>;expires=120;q=0.5 
Allow-Events: call-info,line-seize,dialog,message-summary,as-feature-event,x-broadworks-
hoteling,x-broadworks-call-center-status,conference 
Content-Length: 0 
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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。 

20. Control Hub に戻り、必要に応じてログインします（cholland@cbXXX.dc-YY.com/dCloud123!）。 

21. [サービス（Services）] に移動し、[コーリング（Call）] カードの [ロケーション（Locations）] をクリックしてロ
ケーション（このラボでは [dCloud]）を選択します。以下に示すようにローカルゲートウェイをクリックし、[編集
（Edit）]、[続行（Continue）]、ローカルゲートウェイの [管理（Manage）] の順に選択します。 
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22. ポップアップ表示されたカードにロケーションのローカルゲートウェイのステータスが表示されます。このステータ
スの横には、緑色の点が付いているはずです。赤色の点が付いている場合は、設定を確認する必要があります。 

オンラインになっている登録済みローカルゲートウェイ 

 

 

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て登録し、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。 
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MPP/Webex Calling アプリから PSTN へのコール 

dCloud national では、セッションが存在するデータセンターの地域でコールが可能です。米国西部/東部のデータセン
ターは、それぞれ dc-05、dc-01 です。EMEAR のデータセンターは dc-03、APJ のデータセンターは 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、米国の場合と若干異なります。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設定されています。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 を追加せずにその番号をそのままルーティングします。Webex 
Calling 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。 

• 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）。 

2. 着信呼に応答します。 

注：着信した発信者 ID 番号は、919、408、44、64 のいずれかの番号（セッションのデータセンターによる）で始まっ
ています。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. コールを終了します。 
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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 

設定内容 

! - 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。 

 

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。トライア
ルに Webex Calling サービスが追加されている場合、Webex Calling アプリを通話に使用する必要があります。この設
定は、組織全体に対して適用できます。ユーザごとに発信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。 

3. [Webex Teams の発信（Calling in Webex Teams）] オプションボタンがデフォルトで選択されていることがわかり
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が、ここでは組織全体の設定を変
更します。 

4. [Webex Calling アプリ（Webex Calling app）] のオプションボタンを選択し、ページの右下に成功の通知が表示さ
れるのを待ちます。 

5. [ユーザ（User）] ページに移動します。 

6. 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。 
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7. [発信動作（Calling Behavior）] をクリックします。 

8. デフォルトの発信動作は、電話番号をダイヤルする際に [組織の設定：Webex Calling アプリ（Organization 
Setting: Webex Calling App）] を利用するようになっています。このテストに必要な動作ですので、このオプショ
ンボタンを選択し、[保存（Save）] をクリックします。 

9. Webex Calling アプリが導入されているデスクトップで、Rebekah（rbarretta@cbXXX.dc-
YY.com/dCloud123!）として Webex Teams にログインします。 

10. 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。 
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付録 A. Cisco Webex パスワードのリセット手順 

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. 次のページで、ドメインの XXX と YY の部分以外が以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. 画面が上記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。 

ローカルゲートウェイの設定例 
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ローカルゲートウェイのユーザ名とパスワードのサンプル 

 

! LOCAL GATEWAY CONFIGURATION TEMPLATE 
!------------------------------------- 
! HUSSAIN SHOAIB ALI 
! TECHNICAL MARKETING ENGINEER 
! https://cisco.box.com/WebexCalling 
! ASK-CUBE@EXTERNAL.CISCO.COM 
! UPDATED : FEBRUARY 2020 
!------------------------------------- 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! This template is for building a LGW (on a vCUBE) deployment not involving CUCM! 
! Verify LGW interfaces for dial-peer bind statements based on your network ! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! This configuration template can be used for both Customer site ! 
! or partner hosted LGW deployments ! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IOS-XE 16.12.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
!%%%%%%% BEGIN  
 
 
configure terminal 
key config-key password-encrypt Password123 
password encryption aes 
! 
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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configure terminal 
crypto pki trustpool import clean url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b 
end 
show crypto pki trustpool | include DigiCert 
 
 
configure terminal 
voice service voip  
  ip address trusted list 
  !! Verify updated trust list from the Webex Calling Config Guide!! 
  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 128.177.14.0 255.255.255.128 
  ipv4 128.177.36.0 255.255.255.192 
  ipv4 135.84.169.0 255.255.255.128 
  ipv4 135.84.170.0 255.255.255.128 
  ipv4 135.84.171.0 255.255.255.128 
  ipv4 135.84.172.0 255.255.255.192 
  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 t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none 
  stun 
    stun flowdata agent-id 1 boot-count 4 
    stun flowdata shared-secret 0 Password123$ 
  sip 
    g729 annexb-all 
    early-offer forced 
    end 
 
 
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=hussain_3350>" 
  rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1" 
 
 
voice class codec 99 
  codec preference 1 g711ulaw 
  codec preference 2 g711alaw 
  codec preference 3 g729r8 
  exit 
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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 
 
 
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 0 bjljJ2VQji realm 
BroadWorks 
  authentication username Hussain3350_LGU password 0 bjljJ2VQji realm BroadWorks 
  authentication username Hussain3350_LGU password 0 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 
 
 
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 
 
!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
!! REPLACE A.B.C.D with ITSP's IP Address % 
!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
voice class uri 100 sip 
 host ipv4:198.18.133.3 
 
 
voice class uri 200 sip 
 pattern dtg=hussain3350.lgu 
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dial-peer voice 101 voip 
 description Outgoing dial-peer to IP PSTN 
 destination-pattern BAD.BAD 
 session protocol sipv2 
 !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 !! REPLACE A.B.C.D with ITSP's IP Address % 
 !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
 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 Calling 
 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 
 
voice class dpg 100 
 description Incoming WxC(DP200) to IP PSTN(DP101) 
 dial-peer 101 preference 1 
 
voice class dpg 200 
 description Incoming IP PSTN(DP100) to WxC(DP201) 
 dial-peer 201 preference 1 
 
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 
 
dial-peer voice 200 voip 
 description Incoming dial-peer from Webex Calling 
 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 
 
end 
copy run start 
 
!!%%%%% END-TEMPLATE
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次に必要な作業 

製品および販売に関する詳細情報については、SalesConnect Hub の Cisco Webex Calling および Cisco Collaboration 
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
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