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はじめに 
シスコ検証済みデザイン（CVD）は、一般的な使用例や最新のエンジニアリング システムのプライオリ
ティに基づくシステム設計の基礎を提供します。CVD には、お客様のニーズに応えるための幅広いテク
ノロジー、機能、アプリケーションが組み込まれています。シスコのエンジニアは、より迅速で、信頼
性が高く、完全に予測可能な展開を実現するために、各 CVD の包括的なテストと文書化を進めています。 

Cisco Validated Design 用のマニュアル 

『Cisco Preferred Architecture（PA）Design Overview』を活用すると、お客様およびセールス チームは
組織のビジネス要件に基づいて適切なアーキテクチャを選択し、アーキテクチャ内で使用される製品につい
て理解し、設計上の一般的なベスト プラクティスを習得することができます。これらの資料はセールス プ
ロセスを支援します。 

『Cisco Validated Design（CVD）』資料は、シスコ推奨アーキテクチャを導入する手順について詳しく説
明しています。これらの資料はプリファード アーキテクチャの計画、設計、および実装を支援します。 

『Cisco Collaboration Solution Reference Network Design（SRND）』資料は、シスコ コラボレーション
の設計上のオプションについて詳しく説明しています。設計上の要件がシスコ推奨アーキテクチャの適用範
囲を超える場合には、シスコ コラボレーション SRND を参考にしてください。 
 

コマンドの読み方 
多くの CVD ガイドでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用してネットワーク デバイスを設
定する方法について説明しています。ここでは、入力する必要のあるコマンドを指定するために使用される
ルールを説明します。 

CLI で入力するコマンドは次のように示してあります。 

configure terminal 

変数の値を指定するコマンドは次のように示してあります。 
ntp server 10.10.48.17 

ユーザ側で定義する必要のある変数を伴うコマンドは次のように示してあります。 
class-map [highest class name] 

CLI またはスクリプト プロンプトでのコマンドは次のように示してあります。 
Router# enable 

改行を伴う長いコマンドには下線が引いてあります。1 つのコマンドとして入力してください。 

police rate 10000 pps burst 10000 packets conform-action set-discard-class- 
transmit 48 exceed-action transmit 
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コメントと質問 
本ガイドについてコメントや質問をするには、 
collab-mm-cvd@external.cisco.com に電子メールを送信してください。 
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CVD Navigator 
使用例 
このガイドは、次のテクノロジー上の使用例に対応します。 

組織は、ファイアウォールの内側で提供している豊富なコ
ラボレーション サービスを、ファイアウォール外のユーザ
にまで拡張できる、シンプルかつ効率的な方法を求めてい
ます。特に、複数の通信チャネルを単一のソフト クライア
ントで完全に統合できる Cisco Jabber などのクライアント
を使用する場合は、同様のコラボレーション機能セットを
モバイル ワーカーにも提供することは、ビジネス プロセス
を合理化し、場所に関係なく生産性を維持しようとする企
業にとって不可欠です。コラボレーション エッジのポート
フォリオは、それぞれが特定のビジネス上の使用例を解決
する多様なソリューションおよびコンポーネントで構成さ
れています。リモート ワーカーに対してこれを実現するた
めに VPN を利用しないテクノロジーを使用し、外部エン
ティティとの通信を実現したり、コスト効率の高い IP テク
ノロジーによって PSTN に接続したりします。 

詳細については、このマニュアルの「テクノロジーの使用
例」を参照してください。 

 

範囲 
このガイドでは、以下の分野のテクノロジーと製品を扱います。 

• Cisco Unified Communication Manager 

• デスクトップ ビデオ エンドポイントおよびモバイル クライアント 

• 多目的ルーム用のシステム 

• Expressway シリーズ 

• Cisco Unified Border Element 

• Session Initiation Protocol（SIP）シグナリング 

詳細については、このマニュアルの「設計の概要」を参照してください。 

 

関連 PA ガイド 
Cisco Preferred Architecture 
for Midmarket Collaboration 11.x, Design 
Overview 
Cisco Preferred Architecture for Video 
11.x, Design Overview 

関連 CVD ガイド 
Unified Communications using the 
Business Edition 6000 CVD 

関連 CVD ガイドを参照するには、 
タイトルをクリックするか、次のサイトを

参照してください。
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration 

5 ページ 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-collaboration/index.html


CVD Navigator 

 

習熟度 
このガイドは、次の技術に習熟しているか、同等の経験を持つ方を対象としています。 

• CCNA Collaboration：音声、ビデオ、およびユニファイド コミュニケーションのアプリケーション、
デバイス、ネットワークの設計、インストール、トラブルシューティングにおける 1 ～ 3 年の経験。 
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はじめに 
モビリティの台頭により、チーム、従業員、および顧客が互いにつながり、コラボレーションする新しい方
法が生まれました。この新しい世界で成功する鍵は、物理的なオフィス、ビデオ コールによるフェイスツー
フェイス、音声コール、Cisco® Jabber を介したコンバージド接続という、環境全体にわたるオープンでア
クセス可能な通信を確保することにあります。今日の組織は、モビリティを中心に設計されたコラボレー
ション テクノロジーを提供することで、モバイル ワーカーをサポートする必要があります。 

ビデオを使用したコラボレーションは高水準のユーザ インターラクションを実現します。インターネットを
利用してモバイル ユーザに機能を提供するケースが、ここ数年で急増しています。多くの組織にとって、接
続性は日常業務遂行のための基本的な要件です。さらに、モバイル ワーカーとリモート サイト ワーカーとの
相互接続や、本社との接続で安全性を確保することは、企業目標を達成するのに不可欠な要素でもあります。 

従来のリモート ワーカー向けシスコ ソリューションでは、企業ネットワークへのセキュアなトンネルを提
供するために VPN 接続を必要としていました。 

さらに、テレワーカーは VPN を使用しないで Cisco TelePresence デバイスを使用できるため、自宅からの
コラボレーションがオフィスと同じ手軽さになっています。Cisco Expressway は、エンドユーザ エクスペ
リエンスを簡素化して、社外からのコラボレーションを社内と同じ手軽さにします。Jabber モバイル ユー
ザは、Transport Layer Security（TLS）に基づくセキュアなモバイル アクセスを使用して、VPN 用の追加の
手順を踏むことなくすべてのコラボレーション ワークロード（ビデオ、音声、コンテンツ、インスタント 
メッセージ、およびプレゼンス）にアクセスできます。これにより、インターネット経由で他のすべてのト
ラフィックを直接送信できる柔軟性が提供されます。 

テクノロジーの使用例 
組織は、ファイアウォールの内側で提供している豊富なコラボレーション サービスを、ファイアウォール外
のユーザにまで拡張できる、シンプルかつ効率的な方法を求めています。特に、複数の通信チャネルを単一
のソフト クライアントで完全に統合する Cisco Jabber などのクライアントを使用する場合は、ビジネス プ
ロセスを合理化し、場所に関係なく生産性を維持するために、同じ豊富なコラボレーション機能セットをモ
バイル ワーカーに提供することが企業にとって非常に重要です。コラボレーション エッジのポートフォリ
オは、それぞれが特定のビジネス上の使用例を解決する多様なソリューションおよびコンポーネントで構成
されています。おおまかに言えば、企業内のユーザが利用可能な豊富なコラボレーションサービスと同じ
セットを、VPN レス モードでモバイル ワーカーおよびリモート ワーカーまで拡張するものであり、場所に
関係なく、シームレスで一貫したエクスペリエンスが実現されます。これらのユーザが、マルチモーダル形
式の通信（ビデオ、音声、IM&P）を介して、ビジネス パートナー、顧客、その他のコミュニティ関係者な
ど、企業外部の相手と通信する際にも役立ちます。 

さらに、コラボレーション エッジ ソリューションは、企業音声ユーザをプロバイダー SIP トランキング 
サービスに接続します。SIP トランキングにより、企業は、コストの削減、ネットワークの簡素化、リッチ 
コラボレーション サービスの拡張が可能です。 

7 ページ 



はじめに 

  

設計の概要 
エンドポイント、インフラストラクチャ コンポーネント、および一元管理ツールを組み込んだエンドツーエ
ンドのシスコ コラボレーション エッジ ソリューションです。 

Cisco プリファード アーキテクチャ 
シスコ推奨アーキテクチャでは、一般的な使用例に基づいて、市場セグメントごとに推奨される導入モデル
を説明します。このモデルは、シスコ コラボレーション ポートフォリオの全製品のうち、ターゲットの市
場セグメントと定義した使用例に最も適した製品で構成されます。これらは設定済みの規範的な展開モデル
で、ビジネス ニーズの変化に応じて組織とともに拡張するように構築されています。規範的なアプローチで
あるため、複数のシステム レベルのコンポーネントの統合が容易であり、組織のビジネス ニーズに最適な
展開モデルを選択できます。 

シスコ推奨アーキテクチャ（PA）では、組織が生産性の向上を即座に実現し、現在の音声展開の価値を高め
ることのできる機能を提供します。 
 
 
図 1. プリファード アーキテクチャ 
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ソリューションの詳細 
本書『Cisco BE6000 を使用したコラボレーション エッジ テクノロジー設計ガイド』には、次のコンポーネ
ントが含まれています。 

• Cisco Unified Communications Manager（CUCM）（コール制御および SIP エンドポイント登録） 

• Cisco Unified Communications Manager Instant Messaging & Presence（Jabber クライアント） 

• Cisco Expressway-C および Cisco Expressway-E（VPN レスのモバイルおよびリモート アクセス） 

• Cisco Expressway-C および Cisco Expressway E（Business-to-Business コラボレーション） 

• Cisco Unified Border Element（PSTN への SIP トランキング） 

図 2. ソリューション コンポーネントのブロック図 
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Cisco Unified Communications Manager（Cisco UCM） 
CUCM（旧称 Cisco Unified CallManager）は、Cisco Unified Communications のソフトウェアベースの呼
処理コンポーネントとして動作します。CUCM は、企業のテレフォニー機能を、IP 電話などのパケット 
テレフォニー ネットワーク デバイス、メディア処理デバイス、Voice-over-IP（VoIP）ゲートウェイ、マ
ルチメディア アプリケーションに拡張します。統合メッセージング、マルチメディア会議、コラボレー
ティブ コンタクト センター、インタラクティブ マルチメディア レスポンス システムなどの、追加の
データ、音声、ビデオ サービスは、CUCM のオープンなテレフォニー アプリケーション プログラミング 
インターフェイス（API）を通じて通信します。 

CUCM はこの CVD のプライマリ コール エージェントです。CUCM は、Session Initiation Protocol（SIP）
をサポートしており、このドキュメントの設定では、エンドポイントのシグナリング プロトコルとして SIP 
を使用します。 

シスコのビデオおよび TelePresence エンドポイント 
シスコ ビデオ エンドポイントは、幅広い特徴と機能、ユーザ エクスペリエンスを提供します。エンドポイ
ントは、デスクトップ ビデオ電話およびソフト クライアントから、多画面のイマーシブ テレプレゼンス エ
ンドポイントまで広範に用意されているため、組織は、ユーザのニーズに合わせたエンドポイントを適切に
組み合わせて展開できます。さらにこれらのエンドポイントでは、ユーザが次のようなさまざまな通信サー
ビスにアクセスできます。 

• ボイス コール 

• ビデオ コール 

• 会議 

• プレゼンス 

• デスクトップ共有 
 
 
表 1. Cisco TelePresence およびビデオ エンドポイント 

製品 説明 

Cisco DX シリーズ コラボレーション デスク エンドポイント 

Cisco MX シリーズ コラボレーション ルーム エンドポイント 

Cisco SX シリーズ TelePresence 統合ソリューション 

Cisco IX シリーズ イマーシブ テレプレゼンス ルーム システム 

Cisco Unified IP Phone 8800/7800 一般オフィス用電話機（ビデオ） 
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表 2. Cisco Jabber 

製品 説明 

モバイル 
Jabber for Android 
Jabbe for iPhone および iPad 
デスクトップ 
Jabber for Mac 
Jabber for Windows 

音声、ビデオ、ボイスメール、インスタント メッ
セージ、プレゼンス機能が統合された、モバイル 
デバイスおよびパーソナル コンピュータ用のソフ
ト クライアント 

表 3. エンドポイント機能の比較 

製品 音声 ビデオ コンテンツ
共有 

Unified 
CM の高
可用性 

モバイル  
アクセス 
およびリモート 
アクセス 

Jabber Mobile Y Y Y N Y 

Jabber Desktop Y Y Y Y Y 

DX シリーズ Y Y Y1 Y Y 

EX シリーズ Y Y Y Y Y 

MX シリーズ Y Y Y Y Y 

SX シリーズ Y Y Y Y Y 

IX シリーズ Y Y Y Y N 

8800/7800 Y Y N Y Y2 
2 MRA 機能は、公式サポートのないテストの目的のみのマーケット ベータ版です。 

Cisco Expressway-E および Expressway-C 
Cisco Expressway シリーズは CUCM などのシスコ コラボレーション アプリケーションへのモバイルおよ
びリモート アクセスを実現するファイアウォール トラバーサル ソリューションです。Expressway Mobile 
and Remote Access ソリューションは、シスコの Anyconnect を補完し、組織が VPN に代えて Cisco 
Jabber または TelePresence エンドポイントを使用してリモート ワーカーにサービスを提供できます。 
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図 3. Mobile & Remote Access 

 
 

Cisco Expressway シリーズは、Business-to-Business（B2B）コラボレーションも提供します。これにより
企業は、パートナー組織、ベンダーなど、他の企業とシームレスに通信できるため、企業の境界を越えて
リッチ メディア サービスが拡張されます。Cisco Expressway シリーズは Cisco Expressway-E および 
Cisco Expressway-C で構成されています。 

図 4. Business to Business コラボレーション 

 
 

Cisco Expressway-E はトラバーサル サーバとして機能し、ビジネスへのセキュアなコミュニケーションを
可能にし、DNS SRV ルックアップなどのサービスを提供します。 

Cisco Expressway-C は Cisco Expressway-E 用のトラバーサル クライアントとして機能します（すべての Cisco 
Expressway-E 展開に必要）。サード パーティの業界標準の H.264 SVC、H.323、AVC デバイスおよびシステ
ム（Microsoft Lync 2013 など）とのインターワーキングを提供するビデオ ゲートウェイとして機能します。 

この設計では、モバイルおよびリモート アクセス用に 1 つと、Business-to-Business ビデオ コミュニケー
ション用に 1 つの別々のトラバーサル ゾーンを作成します。 
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Cisco Unified Border Element（CUBE） 
Cisco Unified Border Element（CUBE）は、企業がサービス プロバイダー SIP トランキング サービスに接続
するために役立つ、シスコのセッション ボーダー コントローラ（SBC）です。CUBE は、インターコネクト 
ユニファイド コミュニケーション ネットワークにセッション制御、セキュリティ、インターワーキング、
および分界を提供し、エンドツーエンドの音声を実現します。CUBE の展開は、企業の境界を越えて IP 
PSTN 経由で顧客およびパートナーまで音声コールをルーティングするために不可欠です。CUBE では、SIP 
トランキングによって、コストの削減、ネットワークの簡素化、リッチ コラボレーション サービスの拡張
を実現します。 

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（Cisco ASA） 
この設計では、セキュリティ アプライアンスとして Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスを使用しま
す。このアプライアンスは、3 ポート ファイアウォール モードで展開されます。このモードでは、ポートの 
1 つは内部ネットワーク、もう 1 つは外部インターフェイス、3 つめは DMZ インターフェイスに接続され
ます。Cisco Expressway-E は Cisco ASA の DMZ インターフェイスに接続されます。Expressway-C およ
びその他のコラボレーション コンポーネントは、Cisco ASA アプライアンスの内部にあります。
Expressway-E はパブリック IP にスタティック NAT 変換されます。Expressway-E への通信はすべて NAT 
変換された IP に基づいて行われます。つまり、Cisco ASA では、NAT 変換された IP によって、DMZ に到
達するための内部からのトラフィックを許可します。NAT リフレクションとも呼ばれます。 

Cisco Expressway-E との間のネットワーク トラフィックを送受信する Cisco ASA アプライアンスでは SIP 
および H.323 ALG は無効です。有効にした結果、Cisco Expressway-E に組み込まれたトラバーサル機能に
悪影響を与えた事例が多くあります。これは、SIP メッセージングの多くは暗号化されており、Cisco ASA 
でペイロードを検査できないためです。 

ダイヤル プラン 
この設計は、シングル クラスタ集中呼処理モデルに従っています。エンドポイントは、ダイヤリングに 
7 桁の電話番号を使用します。これにより、数字ダイヤリングのみをサポートするデバイスからのコー
ルを受信する機能を維持します。番号は次のパターンをしています。 

800xxxx 

URI ダイヤリングの場合は、次のパターンの URI がエンドポイントに割り当てられます。 

800xxxx@mmcvd.ciscolabs.com 

Business-to-Business コールでは、次のサンプル外部ドメインを使用します。 

cisco.com 
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展開の詳細 
本ガイドは、2 つのセクションで構成されています。 

1. MRA および B2B コラボレーションの展開作業 

2. IP PSTN（CUBE）への SIP トランキングの展開作業 
 

 

セクション 1：MRA および B2B コラボレーションの

展開作業 
コア タスク 

サービス固有の設定を開始する前に、次の作業を実行してください。 

1. Cisco Expressway-C および Cisco Expressway-E のインストール 

2. Expressway 用 CUCM の設定 

 
Mobile & Remote Access の設定 

Mobile & Remote Access 固有の設定のために、次のタスクを実行してください。 

1. Cisco Expressway-E 固有のインストール作業 

2. Mobile & Remote Access の展開 
 
Business-to-Business（B2B）の設定 

B2B 固有の設定用に、次の手順を実行します。 

1. B2B の展開 
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展開前チェックリストおよび実施する必要のある作業 

展開プロセスで参照するためにイージー アクセス構成シートに入力します はい/いいえ 
BE6K サーバ用にアプリケーションおよび DMZ ネットワークへのネットワー
ク接続を確立します。参照資料：htto://www.cisco.com/en/US/docs/voice ip 
comm/cucm/BE6000/lnstallationGuide/10 01 /Doolovina Fxorossway with 
Business Fdition.pdf 

はい/いいえ 

イージー アクセス構成シートの DNS レコード要件の指定に従い、適切な 
DNS サーバに必要な DNS レコードを定義します。 

はい/いいえ 

イージー アクセス構成シートのポート要件で示されているファイアウォール 
ポートを開きます 

はい/いいえ 

展開プロセスの後の段階で証明書を生成して署名する準備を整えるために、
Expressway 証明書の要件の一環として要請されているガイドラインに従いま
す。また、後の展開プロセスの際に証明書をすぐに作成できるようにパブ
リック証明書の購入を準備します。 

はい/いいえ 

イージー アクセス構成シート 
次の表に、Cisco Expressway 関連サービスの設定を行う際に必要になる可能性のあるすべての情報を入手で
きる場所を示します。各表には、必要な情報項目で構成されており、この CVD で使用される例のリファレ
ンスを示すとともに、参照しやすい形式で独自のサイト固有の値を入力できる列が用意してあります。 

表 4. Expressway-C のネットワーク構成 
項目 CVD の設定 サイト固有の設定 
 Expressway C Expressway C 
IPV4 LAN 1 アドレス 10.106.170.148  
IPV4 LAN 1 サブネット 255.255.255.0  
IPv4 ゲートウェイ 10.106.170.6  
システム ホスト名 EXPc1  
デフォルト DNS サーバ（ローカル） 10.106.170.130 

（ローカル DNS） 
 

  
  

ドメイン名 mmcvd.ciscolabs.com  
NTP サーバ 10.106.170.130  

  
  
  
  

タイム ゾーン Asia/Calcutta  
IPv4 スタティック NAT アドレス NA  
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表 5. Expressway-E のネットワーク構成 
項目 CVD の設定 サイト固有の設定 
 Expressway E Expressway E 
IPV4 LAN 1 アドレス 10.126.69.50  
IPV4 LAN 1 サブネット 255.255.255.0  
IPv4 ゲートウェイ 10.126.69.49  
システム ホスト名 EXPc1  
デフォルト DNS サーバ（パブリック DNS） 10.126.69.38 

（パブリック DNS） 
 

  
  

ドメイン名 mmcvd.ciscolabs.com  
NTP サーバ 10.106.170.130  

  
  
  
  

タイム ゾーン Asia/Calcutta  
IPv4 スタティック NAT アドレス 10.126.69.37  

表 6. CUCM と CUCM IM&P のリファレンス 
項目 CUCM サイト固有の詳細 
Unified CM パブリッシャ アドレス 10.106.170.135  
システム名 CUCM-Pub  
ドメイン名 mmcvd.ciscolabs.com  

 
項目 CUCM IM&P サイト固有の詳細 
IM and Presence サービス データベース 
パブリッシャ ノード 

10.106.170.194  

IM and Presence パブリッシャ システム名 IMP2  
ドメイン名 mmcvd.ciscolabs.com  
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DNS SRV レコード 

表 7. DNS SRV レコード（内部 DNS） 
項目 CVD の設定 サイト固有の詳細 
ドメイン mmcvd.ciscolabs.com  

サービス cisco-uds cisco-uds 

プロトコル tcp Tcp 

プライオリティ 10 10 

Weight 10 10 

ポート 8443 8443 

サービス cucm-pub.mmcvd.ciscolabs.com  

表 8. DNS SRV レコード（パブリック DNS） 

項目 CVD の設定 サイト固有の詳細 

ドメイン mmcvd.ciscolabs.com  

サービス collab-edge sip collab-edge sip 

プロトコル tls tcp/udp Tls tcp/udp 

プライオリティ 10 10 10 10 

Weight 10 10 10 10 
ポート 8443 5060 8443 5060 

サービス EXPe1.mmcvd.cisc
o.com 

EXPe1.mmcvd.cisc
olabs.com 

  

 

i 技術的なヒント 

SIP SRV レコードは、上の表 8 に示すように、TCP および UDP に対してそれぞれ 1 つ定義する必要

があり、B2B 使用例に固有です。 

パブリック DNS 上の Expressway-E の SRV レコードは、DNS A レコードの Expressway E の静的 

NAT 変換されたパブリック IPv4 アドレスを参照する必要があります。 
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ファイアウォール ポートの要件 

表 9. 内部から DMZ へのアウトバウンドでオープンする必要のあるファイアウォール ポート 
目的 プロトコル Expressway-C（送信元） Expressway-E 

（リスニング） 
XMPP（IM and Presence） TCP 一時ポート 7400 
SSH（HTTP/S トンネル） TCP 一時ポート 2222 
トラバーサル ゾーン SIP  
シグナリング 

TLS 25000 ～ 29999 7001 

トラバーサル ゾーン SIP  
メディア 

UDP 36012 ～ 59999 36000 ～ 36001 

SIP TCP/TLS TCP/TLS 25000 ～ 29999 7011 
H323 RAS Assent UDP 1719 6011 
Q.931/H.225 および H.245 TCP 15000 ～ 19999 2776 

表 10. DMZ からパブリック インターネットへのアウトバウンドでオープンする必要のあるファイアウォー
ル ポート 

目的 プロトコル Expressway-E（送信元） インターネットのエンド
ポイント（リスニング） 

SIP メディア UDP 36012 ～ 59999 >=1024 
SIP シグナリング TLS 25000 ～ 29999 >=1024 

表 11. インターネットから DMZ へのインバウンドでオープンする必要のあるファイアウォール ポート 

目的 プロトコル インターネットの 
エンドポイント（送信元） 

Expressway-E 
（リスニング） 

XMPP（IM and Presence） TCP >=1024 5222 
UDS（プロビジョニング/電話帳） TCP >=1024 8443 
メディア UDP >=1024 36012 ～ 59999 
SIP シグナリング TLS >=1024 5061 
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表 12. オープンする Expressway-E 管理ポート 

目的 トランスポート  
プロトコル 

管理デバイス送信元
ポート（内側） 

Expressway 宛先ポート 

管理 TCP >=1024 80/443/22/23 
SNMP モニタリング UDP >=1024 161 
目的 トランスポート  

プロトコル 
Expressway-E の 
送信元ポート 

PC リスニング ポート 
（内側） 

NTP UDP 123 123 
Syslog UDP 30000 ～ 35999 514 
DNS UDP >=1024 53 

Expressway MRA 証明書の要件 
Expressway 証明書は、Expressway-C と Expressway-E の両方のデバイスで使用できる証明書署名要求
（CSR）オプションを使用して生成できます。以下に示す Cisco TelePresence Expressway-C/E のインス
トール作業の完了後に、管理者は Web インターフェイスから Expressway サーバにログインでき、CSR 
ユーティリティを使用して証明書を生成できます。証明書が生成されれば、ダウンロードして、認証のため
に適切な認証局によって署名できます。 

Expressway-C サーバの証明書は、プライベート CA またはオプションで信頼された第三者 パブリック CA 
によって署名できます 

Expressway-E サーバの証明書は、信頼された第三者のパブリック CA のみが署名する必要があります。さ
らに、MRA 用に DX シリーズまたは 7800/8800 シリーズの電話機を使用する場合は、エンドポイント デバ
イスのプラットフォーム OS の証明書ストアに組み込まれた第三者のパブリック ルート CA のいずれかが 
Expressway-E サーバ証明書に署名する必要があることに留意してください。 

次の表は、Expressway に展開するるユニファイド コミュニケーション機能に適した関連するサブジェクト
代替名（SAN）について確認が求められ、組み込まれる Expressway 証明書署名要求ツールを示します。 
 
表 13. CSR SAN 要素 

CSR SAN 要素 Mobile & Remote 
Access 

XMPP フェデレーション 

Unified CM 登録ドメイン Expressway-E のみ NA 
XMPP フェデレーション 
ドメイン 

NA Expressway-E のみ 

IM & Presence のチャット 
ノード エイリアス（フェ
デレーテッド グループ 
チャット） 

NA 必須 

Unified CM 電話セキュリ
ティ電話プロファイル名 

Expressway-C のみ NA 
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表 14.  

CSR SAN 要素 Mobile & Remote Access CVD の設定 サイト固有の設定 
 Expressway-C 

CSR SAN 
Expressway-E 
CSR SAN 

Expressway-C 
CSR SAN 

Expressway-E 
CSR SAN 

追加の代替名 NA NA   
Unified CM 登録 
ドメイン1 

NA mmcvd.cisco.com   

IM & Presence の
チャット ノード  
エイリアス（フェデ
レーテッド グループ 
チャット）2 

NA NA   

Unified CM 電話セ
キュリティ電話プロ
ファイル名3 

NA NA   

 

i 技術的なヒント 

1Unified CM 登録ドメイン：複数ドメインを必要とする場合は FDDN をカンマで区切ることができま
す。DNS 形式を選択し、FQDN を手動で指定します。会社のトップ レベル ドメインを含めることがで
きない場合は、オプションで CollabEdgeDns フォーマットを選択できます。この場合、トップ レベル 
FQDN のプレフィックスが collab-edge になります。 

2IM & Presence チャット ノードのエイリアス：TLS を使用したフェデレーテッド グループ チャットで
必要です。新しいチャット ノード エイリアスが追加されるか名前変更される場合は、Expressway-C と 
Expressway-E の両方に対して新しい証明書を生成する必要があります。Expressway-E の証明書では、
Expressway-C の証明書に定義されている一連のチャット ノード エイリアスと一致するエイリアスが、
[追加の代替名（Additional Alternative names）] フィールドに入力されている必要があります 

3Unified CM 電話セキュリティ プロファイル：これは暗号化された TLS 用に設定され、リモート アク
セス用にデバイスで使用される、Unified CM で定義されている電話セキュリティ プロファイルです。
FQDN 形式で指定する必要があります。これにより、Unified CM と Expressway-C 間のセキュアな通信
が実現されます。ただし、この展開では、CUCM と Expressway-C 間のトラフィックは TCP ベースで
あるため必要ありません。 
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Cisco Expressaway のインストール（Expressway-C および 
Expressway-E の対して手順 1 ～ 5 を繰り返す） 

プ
ロ
セ
ス

 

1. OVA をホストに展開する 
2. VM ゲストを設定する 
3. ライセンスを取得する 
4. ライセンスを適用する 
5. システム名、DNS、および NTP を設定する 

 

手順 1 OVA をホストに展開する 

この手順は標準的なインストールを表しています。Deploy OVF テンプレートは、ホストの設定を反映する
ように動的に変更されます。 

ステップ 1. vSphere にログインし、ESXi ホストにアクセスします。 

ステップ 2. [ファイル（File）]>[OVF テンプレートの展開（Deploy OVF Template）] の順に選択し 
ます。 
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ステップ 3. [参照（Browse）] をクリックして .ova ファイルを見つけ、[開く（Open）] をクリックし

てから、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

ステップ 4. [OVF テンプレートの詳細（OVF Template Details）] ページで [次へ（Next）] をクリックし
ます。 

ステップ 5. [エンド ユーザ ライセンス（End User License Agreement）] ページが表示されたら、EULA 
を読んで、[同意（Accept）]、[次へ（Next）] の順にクリックします。 

ステップ 6. [名前および場所（Name and Location）] ページで、サーバの名前を入力します 

 

ステップ 7. [展開の設定（Deployment Configuration）] ページで、設定オプションとして [小規模
（例：BE6000）（Small (e.g. BE 6000)）] を選択します。 
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ステップ 8. [ディスク フォーマット（Disk Format）] ページで、デフォルト ディスク フォーマットの 

[シック プロビジョニング Lazy Zeroed（Thick Provision Lazy Zeroed）] が選択されてい
ることを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。 

 

i 技術的なヒント 

パーティションのサイズ変更の際に VM のパフォーマンスが低下する可能性があるため、シン プ
ロビジョニングは推奨されません。 

ステップ 9. [終了準備の完了（Ready to Complete）] ページで展開設定を確認します。[展開後に電源
を入れる（power on after deployment）] オプションを有効にし、[終了（Finish）] をク
リックします 
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手順 2 VM ゲストを設定する 

ステップ 1. VM ゲストを右クリックし、[コンソールを開く（Open Console）] をクリックします。
VM ゲストの起動には多少時間がかかります。 

ステップ 2. ログイン プロンプトで、ユーザ名 admin とパスワード TANDBERG を入力します。 

ステップ 3. インストール ウィザードのプロンプトで y を入力し、Enter を押します。 

ステップ 4. インストール ウィザードを使用して、情報を入力します 

• [インストール ウィザードを実行する（Run install wizard）]：y 

• [システム パスワードを変更しますか（Do you wish to change the system password）]：y 

• [パスワード（Password）]：[Password] 

• [IP プロトコル（IP Protocol）]：IPv4 

• [IP アドレス LAN1（IP Address LAN1）]：10.106.170.148 

• [サブネット マスク LAN1（Subnet Mask LAN1）]：255.255.255.128 

• [デフォルト ゲートウェイ アドレス（Default Gateway Address）]：10.106.170.6 

• [イーサネット速度（Ethernet Speed）]：auto 

• [ssh デーモンを実行（Run ssh daemon）]：y 

ステップ 5. 次に、ルート ユーザとしてログインし、デフォルトのルート パスワードを変更します。
デフォルトのルート パスワードは TANDBERG です 

設定が適用され、新しい設定が適用されて Expressway-C/E が再起動されます。これで Web インターフェ
イスからシステムにアクセスして、詳細な管理およびモニタリングを実施できるようになりました。 

手順 3 ライセンスを取得する 

ステップ 1. シリアル番号を識別および記録するために、Web ブラウザから Expressway C および E 
に順にアクセスする必要があります。 

ステップ 2. 提供されているシリアル番号およびライセンス PAK を使用して、ライセンス ポータル
（www.cisco.com/go/license）からライセンスを取得します。これにより、次の手順用
にリリース キーとオプション キーを用意することになります。 
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手順 4 ライセンスを適用する 

 

i 技術的なヒント 

ライセンスを取得するには、次のリンクの「Appendix 2」を参照してください。
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/install_guide/Cisco- 
Expressway-Virtual-Machine-Install-Guide-X8-6.pdf 

ステップ 1. [メンテナンス（Maintenance）]>[オプション キー（Option keys）] に移動し、提供されたリ
リース キーを入力し、[リリース キーの設定（Set release key）] をクリックします。 

ステップ 2. 提供されたオプション キーごとに、[オプション キーの追加（Add option key）] でオプショ
ン キー値を入力し、[オプションの追加（Add Option）] をクリックします。 

ステップ 3. [メンテナンス（Maintenance）]>[再起動（Restart）] オプションに移動し、[再起動
（Restart）] をクリックします。 

手順 5 システム名、DNS、および NTP を設定する 

ステップ 1. [システム（System）]>[DNS] に移動し、イージー アクセス構成の表 1 および表 2 を参照
して [DNS 設定（DNS Settings）] セクションで次の値を入力し、他のフィールドはデ
フォルト値のままにします。 

• [システム ホスト名（System host name）]：EXPcI 

• [ドメイン名（Domain name）]：mmcvd.cisco.com 

• [デフォルト DNS サーバ（Default DNS servers）]：10.106.170.130 
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ステップ 2. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 3. [システム（System）]>[時間（Time）] に移動し、イージー アクセス構成シートを参照し
て NTP サーバの詳細を入力します。 

• [NTP サーバ（NTP servers）]：10.106.170.130 

 

ステップ 4. [保存（Save）] をクリックします。 
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Cisco Expressway-E 固有のインストール作業 

プ
ロ
セ
ス

 

1. スタティック NAT を設定する 

Expressway-E は DMZ ネットワークに配置され、パブリックにルーティング可能な IP に NAT 変換されま
す。Expressway-E で NAT が設定されると、Expressway-E との間のすべての通信で NAT 変換された IP が
使用されます。 

Expressway-E はインターネット上のパブリック DNS サーバを指しています。 

手順 1 スタティック NAT を設定する 

Expressway-E で NAT 機能を有効にするには、高度なネットワーク キーが必要です。 

ステップ 1. [システム（System）]>[IP] に移動し、該当するフィールドに次の値を入力します。その他
のフィールドは、デフォルト値のままにします。 

• [デュアル ネットワーク インターフェイスを使用する（Use Dual Network Interfaces）]： 
[いいえ（No）] 

• [IPv4 スタティック NAT モード（IPv4 static NAT mode）]：[オン（On）] 

• [IPv4 スタティック NAT アドレス（IPv4 static NAT address）]*：10.126.69.37 
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ステップ 2. [保存（Save）] をクリックします。 

i 技術的なヒント 

*スタティック NAT の IPv4 アドレスは、パブリックにルーティング可能な IPv4 アドレスである必要が
あります。 
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Expressway 用 CUCM の設定 

プ
ロ
セ
ス

 1. ビデオ用のリージョンを設定する 
2. ビデオ用に CUCM にデバイス プールを設定し、ビテオ リージョンを追加する 
3. すべてのビデオ エンドポイントに対して上記のデバイス プールを選択する 

Cisco Unified Communications Manager（CUCM）のインストールと基本設定については、『Unified 
Communications Using BE6000 Technology Design Guide』を参照してください。 

このプロセスでは、モバイルおよびリモート アクセスと Business-to-Business コミュニケーションのい
ずれを設定する場合でも、事前に必要な CUCM での設定を示します。 

手順 1 ビデオ用のリージョンを設定する 

まず、Cisco Unified Communications Manager の [管理（Administration）] ページにログインし、リージョ
ン内またはリージョン間のコールにより多くの帯域幅を割り当てることができるようにビデオ トラフィック
用に別のリージョンを作成します。 

ステップ 1. [システム（System）]>[リージョン情報（Region Information）]>[リージョン（Region）] 
に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

ステップ 2. 次を入力します。 

• [名前（Name）]：Video_Reg 

 

ステップ 3. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 4. [リージョン（Regions）] で REG_HQ1 を選択します。 
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ステップ 5. 次を入力します。 

• [ビデオ通話の最大セッション ビット レート（Maximum Session Bit Rate for Video 
Calls）]：32256 

 

ステップ 6. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 7. [リージョン（Regions）] で REG_Site01 を選択します。 

ステップ 8. 次を入力します。 

• [ビデオ通話の最大セッション ビット レート（Maximum Session Bit Rate for Video 
Calls）]：32256 

 

ステップ 9. [保存（Save）]をクリックします。 
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手順 2 ビデオ用に CUCM にデバイス プールを設定し、ビテオ リージョンを追加する 

ステップ 1. [システム（System）]>[デバイス プール（Device Pool）] に移動し、[新規追加（Add 
New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [デバイス プール名（Device Pool Name）]：Video_DP 

• [日時グループ（Date/Time Group）]：CMLocal 

• [リージョン（Region）]：Video_Reg 

 

ステップ 3. [保存（Save）] をクリックします。 

手順 3 すべてのビデオ エンドポイントに対して上記のデバイス プールを選択する 

ステップ 1. [デバイス（Device）]>[電話（Phone）] に移動し、[検索（Find）] をクリックし、ビデオ 
エンドポイントを選択します。 

ステップ 2. [デバイス プール（Device Pool）] で Video_DP を選択します 

ステップ 3. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 4. [設定の適用（Apply Config）] をクリックします。 
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Mobile & Remote Access の展開 

プ
ロ
セ
ス

 

1. Mobile & Remote Access 用の Expressway-C を設定する 
2. Expressway-C で Unified CM および IM&P サーバを検出する 
3. Unified CM 用に Expressway-E を設定する 
4. Expressway-C でサーバ証明書と CA 証明書を設定する 
5. Expressway-E でサーバ証明書と CA 証明書を設定する 
6. Expressway-C でのユニファイド コミュニケーション トラバーサル ゾーンを設定する 
7. Expressway-E でクレデンシャルを設定する 
8. Expressway-E でトラバーサル サーバ ゾーンを設定する 

 

手順 1 Mobile & Remote Access 用の Expressway-C を設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ユニファイド コミュニケーション（Unified Communications）]> 
[設定（Configuration）] に移動し、[モバイルおよびリモート アクセス（Mobile and Remote 
Access）] を [オン（On）] に設定します。 

 

ステップ 2. [保存（Save）] をクリックします。 

ステップ 3. [設定（Configuration）]>[ドメイン（Domains）] に移動し、[新規（New）] をクリックし
ます。 

ステップ 4. 該当するフィールドに次の値を入力します。 

• [ドメイン名（Domain name）]：mmcvd.cisco.com 

• [Unified CM での SIP 登録とプロビジョニング（SIP registrations and provisioning on Unified 
CM）]：[オン（On）] 

• [Unified CM での IM and Presence サービス（IM and Presence services on Unified CM）]：
[オン（On）] 
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ステップ 5. [ドメインの作成（Create Domain）] をクリックします。 

手順 2 Expressway-C で Unified CM および IM&P サーバを検出する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ユニファイド コミュニケーション（Unified Communications）]> 
[Unified CM サーバ（Unified CM Servers）] に移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の値を入力します。 

• [Unified CM パブリッシャ アドレス（Unified CM publisher address）]：10.106.170.135 

• [ユーザ名（Username）]：CUGMAdmin 

• [パスワード（Password）]：[Password] 

• [TLS 検証モード（TLS verify mode）]：[オフ（Off）]1 
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ステップ 3. [アドレスの追加（Add Address）] をクリックします。 

次に、リモート アクセス用の IM&P サーバを設定します。 

ステップ 4. [設定（Configuration）]>[ユニファイド コミュニケーション（Unified Communications）]> 
[IM and Presence サーバ（IM and Presence servers）] に移動し、[新規（New）] をクリッ
クします。 

ステップ 5. 該当するフィールドに次の値を入力します。 

• [IM and Presence パブリッシャ アドレス（IM and Presence publisher address）]：
10.106.170.194 

• [ユーザ名（Username）]：CUCMAdmin 

• [パスワード（Password）]：[Password] 

• [TLS 検証モード（TLS verify mode）]：[オフ（Off）]1 

 

ステップ 6. [アドレスの追加（Add Address）] をクリックします 

 技術的なヒント 

1アドレス フィールドに CUCM および CUCM IM&P それぞれの FQDN 名を指定する場合は、TLS 検証
モードをオンにできます。また、両方のサーバの Tomcat 証明書が Expressway-C で信頼できる必要があ
ります 
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手順 3 Mobile & Remote Access 用の Expressway-E を設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ユニファイド コミュニケーション（Unified Communications）]> 
[設定（Configuration）] に移動し、[モバイルおよびリモート アクセス（Mobile and 
remote access）] をオンに設定します。 

 

ステップ 2. [保存（Save）] をクリックします。 

手順 4 Expressway-C でサーバ証明書と CA 証明書を設定する 

ステップ 1. CSR を作成するには、[メンテナンス（Maintenance）]>[セキュリティ証明書（Security 
certificates）]>[サーバ証明書（Server certificate）] に移動し、以下のフィールドに入力
し、その他はデフォルトのままにします。次に、[CSR の作成（Generate CSR）] をクリッ
クします。 

• その他の情報 

◦ [キー長（ビット）（Key length (in bits)）]：4096 

◦ [ダイジェスト アルゴリズム（Digest Algorthm）]：SHA256 

◦ [国（Country）]：米国 

◦ [州（State or province）]：カリフォルニア 

◦ [地域（都市名）（Locality (town name)）]：サンノゼ 

◦ [組織（会社名）（Organization (Company name)）]：Cisco 

◦ [部門（Organizational unit）]：CTG 
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ステップ 2. [CSR の作成（Generate CSR）] をクリックします。証明書が作成されたら、.PEM ファイ
ルをダウンロードし、ファイル名を必要に応じて .cer 形式に変更し、プライベート CA 
が署名します。 

ステップ 3. 次に、それぞれ Expressway-C および Expressway-E に署名するために使用するプライ
ベート ルート認証局（CA）証明書およびパブリック ルート CA 証明書を取得します。これ
らは Expressway-C にアップロードする必要があります。[メンテナンス（Maintenance）]> 
[セキュリティ証明書（Security certificates）]>[信頼された CA 証明書（Trusted CA certificate）] 
に移動し、プライベート ルート CA 証明書ファイルを選択して、[CA 証明書の追加（Append 
CA certificate）] をクリックします 
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ステップ 4. 次に、[メンテナンス（Maintenance）]>[セキュリティ証明書（Security Certificates）]> 

[サーバ証明書（Server certificate）] へ移動します。[ファイルの選択（choose file）] を
クリックし、ステップ 2 の署名付き証明書をアップロード対象として選択します。次に、
[新しい証明書をアップロードする（Upload New Certificate）] をクリックして新しい
サーバ証明書をアップロードします。 

 

手順 5 Expressway-E でサーバ証明書と CA 証明書を設定する 

リモートおよびモバイル クライアントは、（サーバ証明書の検証によって）接続する Expressway-E 
の ID を確認する必要があります。これを行うには、クライアントの信頼された CA のリストに、
Expressway-E のサーバ証明書の署名に使用された認証局が含まれている必要があります。 

この設計には、Expressway-C と Expressway-E、および Expressway-E と企業外にあるエンドポイント間
のセキュア通信が必要です。 

ステップ 1. CSR を作成するには、[メンテナンス（Maintenance）]>[セキュリティ証明書（Security 
certificates）]>[サーバ証明書（Server certificate）] に移動し、以下のフィールドに入力し、
その他はデフォルトのままにします。次に、[CSR の作成（Generate CSR）] をクリックし
ます。 

• [代替名（Alternative name）] の下 

◦ [Unified CM 登録ドメイン（Unified CM registrations domains）]：mmcvd.cisco.com 

• その他の情報 

◦ [キー長（ビット）（Key length (in bits)）]：2046 

◦ [ダイジェスト アルゴリズム（Digest Algorthm）]：SHA256 

◦ [国（Country）]：US 

◦ [州（State or province）]：カリフォルニア 

◦ [地域（都市名）（Locality (town name)）]：サンノゼ 

◦ [組織（会社名）（Organization (Company name)）]：Cisco 

◦ [部門（Organizational unit）]：CTG 
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ステップ 2. [CSR の作成（Generate CSR）] によって証明書要求が生成されたら、パブリック CA に書
名するために送信する .PEM ファイルをダウンロードします。 

ステップ 3. 次に、それぞれ Expressway-C および Expressway-E に署名するために使用するプライベー
ト ルート認証局（CA）証明書およびパブリック ルート CA 証明書を取得します。同じく、
両方を Expressway-E にアップロードする必要があります。[メンテナンス（Maintenance）]> 
[セキュリティ証明書（Security certificates）]>[信頼された CA 証明書（Trusted CA 
certificate）] に移動します。プライベート ルート CA 証明書ファイルを選択して、[CA 証明
書の追加（Append CA certificate）] をクリックします 
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ステップ 4. 次に、[メンテナンス（Maintenance）]>[セキュリティ証明書（Security Certificates）]> 
[サーバ証明書（Server certificate）] へ移動します。[ファイルの選択（choose file）] をク
リックし、パブリック CA が署名した、アップロード対象のサーバ証明書を選択します。
[新しい証明書のアップロード（Upload New certificate）] をクリックします。 

 

手順 6 Expressway-E でサーバ証明書と CA 証明書を設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規（New）] 
をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [設定（Configuration）] の下 

◦ [名前（Name）]：TraversalClient(MRA) 

◦ [タイプ（Type）]：Unified Communications traversal 

• [接続クレデンシャル（Connection credentials）] の下： 

◦ [ユーザ名（Username）]：admin 

◦ [パスワード（Password）]：[password] 

• [SIP] の下： 

◦ [ポート（Port）]：7001 

◦ [プロキシ経由の登録を許可（Accept proxied registrations）]：[許可（Allow）] 

◦ [モバイルおよびリモート アクセス（Mobile and remote access）]：[はい（Yes）] 

◦ [ICE のサポート（ICE support）]：[オフ（Off）] 

◦ [Poison モード（Poison mode）]：[オフ（Off）] 

• [場所（Location）] の下： 

◦ [ピア 1 アドレス（Peer 1 address）]：EXPe1.mmcvd.ciscolabs.com 
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 技術的なヒント 

NAT リフレクションを利用するには、ピア アドレスの FQDN は Expressway-E の NAT パブリック IP ア
ドレスに解決される必要があります。そのため、Expressway-C で使用されている DNS は Expressway-E 
のホスト名を Expressaway-E の NAT IP アドレスに解決する必要があります 

 

ステップ 3. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 
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手順 7 Expressway-E でクレデンシャルを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[認証（Authentication）]>[ローカル データベース（Local 
database）] に移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の値を入力します。 

• [名前（Name）]：admin 
• [パスワード（Password）]：[password] 

 

ステップ 3. [クレデンシャルの作成（Create credential）] をクリックします。 

手順 8 Expressway-E でトラバーサル サーバ ゾーンを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規（New）] 
をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [設定（Configuration）] セクション 

◦ [名前（Name）]：TraversalServer(MRA) 

◦ [タイプ（Type）]：Unified Communication Traversal 

• [接続クレデンシャル（Connection credentials）] の下 

◦ [ユーザ名（Username）]：admin 

• [SIP] セクションの下 

◦ [ポート（Port）]：7001 

◦ [プロキシ経由の登録を許可（Accept Proxied Registrations）]：[許可（Allow）] 

◦ [TLS サブジェクト名の確認（TLS verify subject name）]：EXPc1.mmcvd.ciscolabs.com 

◦ [ICE のサポート（ICE support）]：[オフ（Off）] 

◦ [Poison モード（Poison mode）]：[オフ（Off）] 
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ステップ 3. [ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。 

これでモバイルおよびリモート アクセスが設定されました。これで、Expressway C および Expressway E 
の Web インターフェイスに移動し、[ステータス（Status）]>[ユニファイド コミュニケーションのステータ
ス（Unified Communication status）] を調べて、トラバーサル リンクが確立されており、すべてのサービス
が設定されていることを確認できます。 
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図 5. Expressway-C のユニファイド コミュニケーションのステータス 

 

図 6. Expressway-E のユニファイド コミュニケーションのステータス 
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B2B の展開 

プ
ロ
セ
ス

 

1. Cisco Expressway-C 用に CUCM で SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定
する 

2. CUCM で Expressway-C への SIP トランクを設定する 

3. B2B 用に CUCM で SIP ルート パターンを設定する 

4. ファイアウォールを設定する 

5. CUCM 用に Expressway-C でネイバー ゾーンを設定する 

6. Expressway-C でトラバーサル クライアントを設定する 

7. Expressway-C で検索ルールを設定する 

8. Expressway-C でトランスフォームを設定する 

9. Expressway-E でトラバーサル サーバ ゾーンを設定する 

10. Expressway-E で DNS ゾーンを設定する 

11. Expressway-E で検索ルールを設定する 

12. Expressway-E でトランスフォームを設定する 

 

手順 1 
Cisco Expressway-C 用に CUCM で SIP トランク セキュリティ プロファイルを

設定する 

 
 
B2B コールがルーティングされるためには、CUCM と Expressway-C の間に SIP トランクを作成する必要
があります。 

この設計では、Expressway-C はモバイルおよびリモート アクセス用にすでに設定されています。モバイル
およびリモート アクセスのシナリオでは、エンドポイントの回線側の登録にポート 5060 を使用します。
CUCM では同じポートを使用した同じデバイスからの回線側およびトランク側の許容できないため、
Expressway-C と CUCM 間でポート 5060 を使用して SIP トランクを形成できません。 

そのため、Expressway-C から CUCM への SIP トランクでは、CUCM の受信側で別の SIP ポートを使用す
る必要があります。この設計では、SIP トランクの受信ポートとして 5560 を使用します。新しい SIP トラ
ンク セキュリティ プロファイルを作成し、CUCM と Expressway-C の間に作成した SIP トランクにこのプ
ロファイルを割り当てて、SIP 受信ポートを変更できます。 
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ステップ 1. [システム（System）]>[セキュリティ（Security）]>[SIP トランク セキュリティ プロファイ

ル（SIP Trunk Security Profile）] に移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の値を入力します。 

• [名前（Name）]：[非セキュア SIP トランク プロファイル ポート 5560（Non Secure SIP 
Trunk Profile port 5560）] 

• [説明（Description）]：[リスニングポートが 5560 の SIP プロファイル（SIP Profile with 
listening port 5560）] 

• [受信ポート（Incoming Port）]：5560 

• [プレゼンス登録の許可（Accept presence subscription）]：[オン（On）] 

• [Out-of-Dialog 参照の許可（Accept out-of-dialog refer）]：[オン（On）] 

• [要求されていない通知の許可（Accept unsolicited notification）]：[オン（On）] 

• [置換ヘッダーの許可（Accept replaces header）]：[オン（On）] 

 

ステップ 3. [保存（Save）] をクリックします。 
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手順 2 CUCM で Cisco Expressway-C への SIP トランクを設定する 

ステップ 1. [デバイス（Device）]>[トランク（Trunk）] に移動し、[新規追加（Add New）] をクリッ

クします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 

• [トランク タイプ（Trunk Type）]：[SIP トランク（SIP Trunk）] 

• [デバイス プロトコル（Device Protocol）]：SIP 

• [トランク サービス タイプ（Trunk Service Type）]：[なし（None）]（デフォルト） 

 

ステップ 3. [次へ（Next）] をクリックします。 

ステップ 4. 該当するフィールドに次の情報を入力します。その他のフィールドは、デフォルト値のま
まにします。 

• [デバイス名（Device Name）]：SIP_Trunk_ExpC 

• [説明（Description）]：SIP_Trunk_ExpC for B2B Calls 

• [デバイス プール（Device Pool）]：Video_DP 

• [発呼側および接続側情報形式（Calling and Connected Party Info Format）]：該当する場合 
[必要に応じて接続側にのみ URI を配信（Deliver URI only in connected party）] 

• [宛先アドレス（Destination Address）]：[Expressway-C IPv4 address] 

• [宛先ポート（Destination port）]：5060 

• [SIP トランク セキュリティ プロファイル（SIP Trunk Security Profile）]：[非セキュア SIP 
トランク プロファイル ポート 5560（Non Secure SIP Trunk Profile port 5560）] 

• [SIP プロファイル（SIP Profile）]：[VCS 用の標準 SIP プロファイル（Standard SIP profile 
for VCS）] 

• [DTMF シグナリング方式（DTMF Signaling Method）]：RFC 2833 

• [正規化スクリプト（Normalization Script）]：vcs-interop 
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ステップ 5. [保存（Save）] をクリックします。 

手順 3 B2B 用に CUCM で SIP ルート パターンを設定する 

次の SIP ルート パターンは、Expressway-C に対するすべての B2B コールをルーティングするように設定
されています。これは、既存のルート パターンとは一致しません。 

ステップ 1. [コール ルーティング（Call Routing）]>[SIP ルート パターン（SIP Route Pattern）] に移
動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [パターン使用法（Pattern Usage）]：[ドメイン ルーティング（Domain Routing）] 

• [IPv4 パターン（IPv4 Pattern）]：* 

• [SIP トランク/ルート リスト（SIP Trunk/Route List）]：SIP_Trunk_ExpC 
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ステップ 3. [保存（Save）] をクリックします。 

手順 4 ファイアウォールを設定する 

イージー アクセス構成のファイアウォール ポートの要件に従って、内部ネットワーク（Expressway-C を配
置）と DMZ（Expressway-E を配置）間、および DMZ とパブリック インターネット間で、次のポート上の
トラフィックを許可するようにファイアウォールで設定されている必要があります。 

手順 5 CUCM 用に Expressway-C でネイバー ゾーンを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規
（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 

• [名前（Name）]：[CUCM ネイバー ゾーン（B2B）（CUCM Neighbor Zone (B2B)] 

• [タイプ（Type）]：[ネイバー（Neighbor）] 

• [H.323 モード（H.323 Mode）]：[オフ（Off）] 

• [SIP モード（SIP Mode）]：[オン（On）] 

• [ポート（Port）]：5560 

• [トランスポート（Transport）]：TCP 

• [ピア 1 アドレス（Peer 1 Address）]：10.106.170.135 

• [ピア 2 アドレス（Peer 1 Address）]：10.106.170.135 

• [ゾーン プロファイル（Zone Profile）]：Cisco Unified Communications Manager 
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ステップ 3. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 

手順 6 Expressway-C でトラバーサル クライアント ゾーンを設定する 

ステップ 4. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規（New）] 
をクリックします。 

ステップ 5. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [名前（Name）]：[トラバーサル クライアント（B2B）（Traversal Client(B2B)）] 

• [タイプ（Type）]：[トラバーサル クライアント（Traversal Client）] 

• [ユーザ名（Username）]：b2badmin 

• [パスワード（Password）]：[Password] 

• [H.323 ポート（H.323 Port）]：6011 
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• [SIP ポート（SIP Port）]：7011 

• [トランスポート（Transport）]：TLS 

• [ピア 1 アドレス（Peer 1 Address）]：10.126.69.37 
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ステップ 6. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 
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手順 7 Expressway-C で検索ルールを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ダイヤル プラン（Dial Plan）]>[検索ルール（Search Rules）] に
移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [ルール名（Rule Name）]：[アウトバウンド B2B（Outbound B2B）] 

• [説明（Description）]：[アウトバウンド B2B コール（Outbound B2B calls）] 

• [プライオリティ（Priority）]：101 

• [モード（Mode）]：[エイリアス パターン マッチ（Alias Pattern Match）] 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• [パターン文字列（Pattern String）]：(?!.*@mmcvd.ciscolabs.com.*$)(.*) 

• [パターン動作（Pattern Behavior）]：[変更なし（Leave）] 

• [正常に一致する場合（On Successful Match）]：[停止（Stop）] 

• [ターゲット（Target）]：[トラバーサル クライアント（Traversal Client）（B2B）] 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

ステップ 3. [検索ルールの作成（Create Search Rule）] をクリックします。 

ステップ 4. [新規（New）] をクリックします。 

ステップ 5. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [ルール名（Rule Name）]：［インバウンド B2B （Inbound B2B）］ 

• [説明（Description）]：［インバウンド B2B （Inbound B2B）］ 

• [プライオリティ（Priority）]：100 

• [モード（Mode）]：[エイリアス パターン マッチ（Alias Pattern Match）] 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• [パターン文字列（Pattern String）]：(.*)(@mmcvd.ciscolabs.com).* 

• [パターン動作（Pattern Behavior）]：[置換（Replace）] 

• [置換文字列（Replace String）]：¥1¥2 

• [正常に一致する場合（On Successful Match）]：[停止（Stop）] 

• [ターゲット（Target）]：[CUCM ネイバー ゾーン（B2B）（CUCM Neighbor Zone (B2B)] 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

ステップ 6. [検索ルールの作成（Create Search Rule）] をクリックします。 
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手順 8 Expressway-C でトランスフォームを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ダイヤル プラン（Dial Plan）]>[トランスフォーム
（Transforms）] に移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 

• [プライオリティ（Priority）]：1 

• [説明（Description）]：Striping out port info from URI 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• パターン文字列：([A@]*@[A@]*)¥:¥d¥d¥d¥d,* 

• [パターン動作（Pattern behavior）]：[置換（Replace）] 

• [置換文字列（Replace string）]：¥1 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

 

ステップ 3. [トランスフォームの作成（Create Transform）] をクリックします。 
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手順 9 Expressway-E でトラバーサル サーバ ゾーンを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[認証（Authentication）]>[デバイス（Devices）]>[ローカル デー
タベース（Local Database）] に移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 

• [名前（Name）]：b2badmin 

• [パスワード（Password）]：[Password] 

 

ステップ 3. [クレデンシャルの作成（Create credential）] をクリックします。 

ステップ 4. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規（New）] 
をクリックします。 

ステップ 5. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [名前（Name）]：TraversalServer (B2B) 

• [タイプ（Type）]：[トラバーサル サーバ（Traversal Server）] 

• [ユーザ名（Username）]：b2badmin 

• [H.323 ポート（H.323 Port）]：6011 

• [SIP ポート（SIP Port）]：7011 

• [モバイルおよびリモート アクセス（Mobile and remote access）]：[いいえ（No）] 

• [トランスポート（Transport）]：TLS 
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ステップ 6. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 
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手順 10 Expressway-E で DNS ゾーンを設定する 

B2B コールの場合、Expressway-E ではリモート ドメインとのピア関係を確立している必要はありませ
ん。正確にいえば、Expressway-E ではパブリック DNS で検出した情報からリモート ドメインにコール
をルーティングします。DNS を使用すると、オープンなビデオ フェデレーションが実現されます。 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ゾーン（Zones）]>[ゾーン（Zones）] に移動し、[新規（New）] 
をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 
• [名前（Name）]：DNS Zone (B2B) 

• [タイプ（Type）]：DNS 

• [H.323 モード（H.323 Mode）]：[オン（On）] 

• [SIP モード（SIP Mode）]：[オン（On）] 

• [フォールバック トランスポート プロトコル（Fallback Transport Protocol）]：TCP 

 

ステップ 3. [ゾーンの作成（Create Zone）] をクリックします。 
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手順 11 Expressway-E で DNS ゾーンを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ダイヤル プラン（Dial Plan）]>[検索ルール（Search Rules）] に
移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [ルール名（Rule Name）]：Outbound B2B_ 

• [説明（Description）]：Outbound B2B calls 

• [プライオリティ（Priority）]：101 

• [モード（Mode）]：[エイリアス パターン マッチ（Alias Pattern Match）] 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• [パターン文字列（Pattern String）]：(?!.*@mmcvd.ciscolabs.com$).* 

• [パターン動作（Pattern Behavior）]：[変更なし（Leave）] 

• [正常に一致する場合（On Successful Match）]：[停止（Stop）] 

• [ターゲット（Target）]：DNS Zone (B2B) 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

ステップ 3. [検索ルールの作成（Create Search Rule）] をクリックします。 

ステップ 4. [新規（New）] をクリックします。 

ステップ 5. 該当するフィールドに次の情報を入力し、他のフィールドはデフォルト値のままにします。 

• [ルール名（Rule Name）]：インバウンドB2B_ 

• [説明（Description）]：インバウンドB2B calls to mmcvd.ciscolabs.com 

• [プライオリティ（Priority）]：100 

• [モード（Mode）]：[エイリアス パターン マッチ（Alias Pattern Match）] 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• [パターン文字列（Pattern String）]：(.*)(@mmcvd.ciscolabs.com).* 

• [パターン動作（Pattern Behavior）]：[置換（Replace）] 

• [置換文字列（Replace String）]：¥1¥2 

• [正常に一致する場合（On Successful Match）]：[停止（Stop）] 

• [ターゲット（Target）]：TraversalServer (B2B) 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

ステップ 6. [検索ルールの作成（Create Search Rule）] をクリックします。 
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手順 12 Expressway-E でトランスフォームを設定する 

ステップ 1. [設定（Configuration）]>[ダイヤル プラン（Dial Plan）]>[トランスフォーム
（Transforms）] に移動し、[新規（New）] をクリックします。 

ステップ 2. 該当するフィールドに次の情報を入力します。 

• [プライオリティ（Priority）]：1 

• [説明（Description）]：Striping out port info from URI 

• [パターン タイプ（Pattern type）]：[正規表現（Regex）] 

• [パターン文字列（Pattern string）]：([^@]*@[^@]*)¥:¥d¥d¥d¥d.* 

• [パターン動作（Pattern behavior）]：[置換（Replace）] 

• [置換文字列（Replace string）]：¥1 

• [状態（State）]：[有効（Enabled）] 

 

ステップ 3. [トランスフォームの作成（Create Transform）] をクリックします。 
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セクション 2：Cisco Unified Border Element（CUBE）

の展開 

イージー アクセス構成シート 

次の表に、CUBE 関連サービスの設定を行う際に必要になる可能性のあるすべての情報を入手できる場所を
示します。各表には、必要な情報項目で構成されており、この CVD で使用される例のリファレンスを示す
とともに、参照しやすい形式で独自のサイト固有の値を入力できる列が用意してあります。 

表 15. BE のネットワーク構成 

項目 CVD の設定 サイト固有の詳細 
HQ CUBE：LAN インターフェイス 10.106.170.5  
HQ CUBE：WAN インターフェイス 10.126.69.45  
SP SBC IP アドレス（パブリック） 10.106.170.145  
ブランチ CUBE：LAN インターフェイス 10.106.170.113  
ブランチ CUBE：WAN インターフェイス 10.126.69.46  
SP SBC IP アドレス（パブリック） 10.126.69.35  
HQ Pub CUCM の IP アドレス 10.106.170.135  

CUBE の展開に関するインストールおよび設定作業 

プ
ロ
セ
ス

 

1. HQ IOS ルータの CUBE アプリケーションの有効化および設定 

2. IP PSTN コールを HQ CUBE にルーティングするルート パターンを CUCM で
作成 

3. CUCM と HQ CUBE 間の SIP トランクの作成 

4. ブランチ IOS ルータの CUBE アプリケーションの有効化 
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手順 1 HQ IOS ルータの CUBE アプリケーションの有効化および設定 

ステップ 1. IOS ルータへの Telnet または SSH 

ステップ 2. グローバル コンフィギュレーション モードを開始し、次のコマンドを実行して CUBE ア
プリケーションを有効にします。 

Voice service voip 

Mode border-element license capacity 200 

Allow-connections sip to sip  

ステップ 3. 次のように、サービス プロバイダーの要件を満たすように他のグローバル設定を行います。 

Voice service voip 

Sip 

Early-offer forced 

Header-passing 

Error-passthru 

ステップ 4. CUBE でトポロジ ハイディングを有効化します。 

Voice service voip 

address-hiding 

ステップ 5. コール ルーティング用に HQ CUBE で IOS ダイヤルピアを設定します。 

voice class uri 1 sip 

host ipv4:10.106.170.135 

voice class uri 2 sip 

host ipv4:10.106.170.145 

voice class e164-pattern-map 1 

e164 9011T 

e164 91[2-9]..[2-9]...... 

e164 9[2-9]...... 

e164 [2-9]...... 

dial-peer voice 100 voip 

description ***CUCM to HQ CUBE*** 

incoming uri via 1  
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session protocol sipv2  

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

dial-peer voice 101 voip 

description ***HQ CUBE to CUCM*** 

destination-pattern [2-9]……… 

session protocol sipv2 

session target ipv4:10.106.170.135 

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

dial-peer voice 102 voip 

description ***Service provider to HQ CUBE*** 

incoming uri via 2 

session protocol sipv2 

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

dial-peer voice 155 voip 

description ***HQ CUBE to Service Provider*** 

translation-profile outgoing digitstrip 

session protocol sipv2 

session target ipv4:10.106.170.145 

destination e164-pattern-map 1 

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

ステップ 6. アクセス コード 9 で削除するボイス トランスレーション ルールを設定します。 

voice translation-rule 100 

rule 1 /^9¥(.*¥)//¥1/ 

ステップ 7. ステップ 6 で作成したトランスレーション ルールを関連付けるために、ボイス トランス
レーション プロファイルを設定します。 

voice translation-profile digitstrip 

translate called 100 
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手順 2 IP PSTN コールを HQ CUBE にルーティングするルート パターンを CUCM で作成 

CUCM でのルート パターンの作成については Unified Communication for BE6K technology design guide 
を参照してください。 

手順 3 CUCM と HQ CUBE 間の SIP トランクの作成 

ステップ 1. CUCM の Web Administration にログインした後で [デバイス（Device）]>[トランク
（Trunk）] メニューに移動し、[新規追加（Add New）] をクリックします。 

ステップ 2. トランク設定ページで、次の詳細情報を入力します。 

• [トランク タイプ（Trunk Type）]：[SIP トランク（SIP Trunk）] 

• [デバイス プロトコル（Device Protocol）]：SIP 

• [トランク サービス タイプ（Trunk Service type）]：デフォルト 

 

ステップ 3. 次のページの [デバイス情報（Device information）] セクションで、次の詳細を入力します。 

• [デバイス名（Device Name）]：SIP_HQ1_GWY 

• [説明（Description）]：SIP trunk to CUBE 

• [デバイス プール（Devicepool）]：DP_HQ1 

• [コールの分類（Call Classification）]：[オンネット（OnNet）] 

• [場所（Location）]：Hub_None 
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ステップ 4. 次に、[SIP 情報（SIP information）] セクションで、次の値を入力し、[保存（Save）] を

クリックします。 

• [宛先アドレス 1（Destination Address 1）]：10.106.170.5 

• [宛先ポート（Destination port）]：5060 

• [SIP トランク セキュリティ プロファイル（SIP Trunk Security Profile）]：[非セキュア SIP 
トランク プロファイル（Non Secure SIP Trunk Profile）] 

• [SIP プロファイル（SIP Profile）]：[標準 SIP プロファイル（Standard SIP Profile）] 

ステップ 5. メッセージ ウィンドウで [OK] をクリックします。 

ステップ 6. [トランクの設定（Trunk Configuration）] ページで、[リセット（Reset）] をクリックし
ます。 

ステップ 7. [デバイスのリセット（Device Reset）] ページで、[リセット（Reset）]、[閉じる
（close）] の順にクリックします。 

手順 4 ブランチ IOS ルータの CUBE アプリケーションの有効化 

 

 技術的なヒント 

CUBE が有効化されているブランチ ルータでは、ローカル サービス プロバイダーへの専用 MPLS 回
線を持つことをお勧めします。これは、この場合、別のサービス プロバイダーに接続することを選択
すると、IP アドレッシング方式が変わることがあるためです。したがって IP PSTN リンクを確立する
ためにブランチ ルータで 2 番目のインターフェイスを使用する必要があることがあります。 

ステップ 1. ブランチ IOS ゲートウェイへの Telnet または SSH 

telnet 10.106.170.113 / ssh 10.106.170.113 

ステップ 2. CUBE アプリケーションを有効にするために、グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。 

Voice service voip  

Mode border-element license capacity 50 

Allow-connections sip to sip 

ステップ 3. CUBE でアドレス隠蔽を有効にします。 

Voice service voip  

Address-hiding 
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ステップ 4. ブランチ CUBE で lOS ダイヤルピアを設定します。 

voice class uri 2 sip 

host ipv4:10.126.69.35 

voice class e164-pattern-map 1 

e164 9011T 

e164 91[2-9]..[2-9]...... 

e164 9[2-9]...... 

e164 [2-9]...... 

dial-peer voice 2102 voip 

description ***Service Provider to Branch CUBE*** 

incoming uri via 2 

session protocol sipv2 

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

dial-peer voice 2155 voip 

description ***Branch CUBE to Service provider*** 

translation-profile outgoing digitstrip 

session protocol sipv2 

session target ipv4:10.126.69.35 

destination e164-pattern-map 1 

codec g711ulaw 

dtmf-relay rtp-nte 

 技術的なヒント 

次に示すダイヤル プラン設定は UC CVD と整合しています。デフォルトでは北米番号計画（NANP）
を設定する CUCC を使用して CUCM ダイヤル プランが設定されました。ただし、固有のニーズを満
たすためにダイヤル プランを変更できます。 
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i 技術的なヒント 

ロード バランシングのためか、代替ルーティング オプションとして、複数のサービス プロバイダー
への SIP トランキングを展開できます。SRST 設定については、『Unified Communications using the 
BE6K tehcnology design guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/validated-designs-collaboration/index.html 

 

i 技術的なヒント 

ブランチは、WAN 障害に備えるか、緊急サービスへのアクセス用にバックアップ E1/T1 PSTN の展
開を検討することもできます。 
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付録 A：製品リスト 

 

付録 A：製品リスト 
コンポーネント 製品の説明 パーツ番号 ソフトウェア 
コール制御 1000 ユーザまでの Cisco Business 

Edition 6000 
BE6K-SW-11.0 11.0 

シスコ コラボ
レーション 
エッジ 

Cisco Expressway-C EXPWY-VE-C-K9 s42700x8_6_0 

 Cisco Expressway-E EXPWY-VE-E-K9  
ソフト  
クライアント 

Cisco Jabber for Windows JAB-DSK-K9 11.0 

 Cisco Jabber for IOS  11.0 
ハード  
エンドポイント 

TC エンドポイント  TC 7.3.3 

 DX シリーズ  10.2.4 
 8800/7800 シリーズ  10.3.1 
CUBE Cisco Unified Border Element  15.5(2)T 

 
 

フィードバック 

このガイドに関するコメントやご提案は、次のアドレスにお送り
ください。collab-mm-cvd@external.cisco.com 
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