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Mobile & Remote Access の概要
Cisco Unified Communications の Mobile & Remote Access は Cisco Collaboration Edge アーキテクチャの
中核を成します。Cisco Jabber などのエンドポイントが企業ネットワーク外にある場合に、Cisco Unified
Communications Manager（Unified CM）への登録、呼制御、プロビジョニング、メッセージング、およびプレゼン
スの機能を使用することができるようになります。Expressway は、Unified CM 登録にセキュアなファイアウォー
ル トラバーサルと回線側サポートを提供します。
ソリューションによって以下が実現します。
 オフプレミス アクセス：企業ネットワーク外においても、Jabber および EX/MX/SX シリーズ クライアントで一貫
したエクスペリエンスを提供
 セキュリティ：セキュアな Business-to-Business（B2B）コミュニケーション
 クラウド サービス：エンタープライズ クラスの柔軟性と拡張性に優れたソリューションにより、WebEx の統合と
さまざまなサービス プロバイダーに対応
 ゲートウェイと相互運用性サービス：メディアおよびシグナリングの正規化、非標準エンドポイントのサポート
図 1：ユニファイド コミュニケーション：Mobile & Remote Access

注：サードパーティ製 SIP または H.323 デバイスは、ネイバー ゾーンで Cisco Expressway に接続されている
Cisco VCS に登録でき、必要に応じて SIP トランクを介して Unified CM によって登録されたデバイスと相互運
用できます。
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図 2：一般的なコール フロー：シグナリングおよびメディア パス

 Unified CM は、モバイルとオンプレミスの両方のエンドポイントにコール制御を提供します。
 シグナリングは、モバイル エンドポイントと Unified CM の間で Expressway ソリューションを横断します。
 メディアは Expressway ソリューションを横断し、エンドポイント間で直接リレーされます。すべてのメディアが
Expressway-C とモバイル エンドポイント間で暗号化されます。

VPN を使用しない Jabber クライアント接続
Mobile & Remote Access ソリューションがオンプレミスとクラウド ベースのハイブリッド型サービス モデルをサ
ポートし、企業内外で一貫したエクスペリエンスを提供します。VPN で企業ネットワークに接続せずに Jabber
アプリケーション トラフィックのセキュアな接続を提供します。Windows、Mac、iOS および Android プラットフォー
ムでデバイスとオペレーティング システムに依存しない Cisco Unified Client Services Framework クライアント
のソリューションです。
企業外の Jabber クライアントで以下を実現します。







インスタント メッセージングおよびプレゼンス サービスの使用
音声/ビデオ通話
社内ディレクトリの検索
コンテンツの共有
Web 会議の開始
ビジュアル ボイスメールへのアクセス

注：Jabber Web および Cisco Jabber Video for TelePresence（Jabber Video）はサポートしていません。

関連資料
次のマニュアルおよびサイトに含まれる情報は、ユニファイド コミュニケーション環境のセットアップに役立ちます。
 『Expressway Basic Configuration (Expressway-C with Expressway-E) Deployment Guide（Expressway
の基本設定（Expressway-C および Expressway-E）導入ガイド）』
 『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment Guide（Expressway のクラスタ作成およびメ
ンテナンス導入ガイド）』
 『Certificate Creation and Use With Expressway Deployment Guide（Expressway を使用した証明書の作
成と利用の導入ガイド）』
 『Expressway Administrator Guide（Expressway 管理者ガイド）』
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 『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager（Cisco
Unified Communications Manager での IM and Presence Service の導入ガイド）』
 Jabber クライアントの設定方法：
• Cisco Jabber for Windows
• Cisco Jabber for iPad
• Cisco Jabber for Android
• Cisco Jabber DNS Configuration Guide
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導入シナリオ
ここでは、サポートしている導入環境について説明します。





単一のネットワーク要素
単一のクラスタ化されたネットワーク要素
複数のクラスタ化されたネットワーク要素
ハイブリッド展開

単一のネットワーク要素
このシナリオでは、単一の（クラスタ化されていない）Unified CM、IM & Presence、Expressway-C、
Expressway- E サーバが存在しています。

単一のクラスタ化されたネットワーク要素
このシナリオでは、各ネットワーク要素がクラスタ化されています。
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複数のクラスタ化されたネットワーク要素
このシナリオでは、各ネットワーク要素に複数のクラスタが存在します。

Jabber クライアントはすべてのルートで独自のクラスタにアクセスできます。同じドメイン内の Unified CM および
IM & Presence で組み合わせる必要があります。

ハイブリッド展開
このシナリオでは、Jabber クライアントの IM and Presence サービスは WebEx クラウドを通じて提供されます。
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設定の概要
ここでは、Mobile & Remote Access 用のユニファイド コミュニケーション システムの設定の手順の概要を示し
ます。以下がすでに設定されていることを想定します。
 『Expressway Basic Configuration Deployment Guide（Expressway 基本設定導入ガイド）』で指定されてい
るとおりの基本的な Expressway-C、Expressway-E の設定（このマニュアルには、DMZ に Expressway-E を
展開するさまざまなネットワーク オプションに関する情報が含まれています）
 Unified CM および IM and Presence が、『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco
Unified Communications Manager（Cisco Unified Communications Manager での IM and Presence
Service の導入ガイド）』の指定どおりに設定されている。

前提条件
次のソフトウェア バージョンを実行していることを確認してください。
 Expressway X8.1.1 以降
 Unified CM 9.1(2)SU1 以降および IM & Presence 9.1(1) 以降

Mobile & Remote Access でサポートしているクライアント





Cisco Jabber for Windows 9.7 以降
Cisco Jabber for iOS（iPhone と iPad）9.6.1 以降
Cisco Jabber for Android 9.6 以降
TC7.0.1 以降のファームウェアを実行する Cisco TelePresence エンドポイント/コーデック

設定サマリ
EX/MX/SX シリーズのエンドポイント（TC ソフトウェアを実行）
プロビジョニング モードが [Cisco UCM via Expressway] に設定されていることを確認します。
Unified CM で、これらのエンドポイントの IP アドレッシング モードが [IPV4_ONLY] に設定されていることを確
認する必要があります。
これらのエンドポイントでは、サーバ証明書の検証で接続している Expressway- E のアイデンティティを確認す
る必要があります。これを行うには、信頼できる CA のリストで Expressway-E のサーバ証明書の署名に使用さ
れた認証局が必要です。
これらのエンドポイントには、最も一般的なプロバイダー（Thawte、Verisign など）に対応するデフォルトの CA
リストが付属しています。適切な CA が含まれていない場合は追加する必要があります。詳細については、エン
ドポイントの管理者ガイドの 「Managing the list of trusted certificate authorities（信頼できる認証局のリストの
管理）」を参照してください。
相互認証は任意です。これらのエンドポイントで、クライアント認証を提供する必要はありません。相互 TLS を設
定する場合は、クライアント証明書のプロビジョニングに CAPF 登録を使用できません。エンドポイントに手動で
証明書を適用する必要があります。クライアント証明書は Expressway-E で信頼される認証局によって署名され
る必要があります。
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Jabber クライアント
Jabber クライアントは、サーバ証明書の検証で接続している Expressway-E のアイデンティティを確認する必要
があります。これを行うには、信頼できる CA のリストで Expressway-E のサーバ証明書の署名に使用された認
証局が必要です。
Jabber は、基盤となるオペレーティング システムの証明書メカニズムを使用します。
 Windows：証明書マネージャ
 IOS：信頼ストア
 Android：場所とセキュリティ設定
Mobile & Remote Access 用の Jabber クライアントの設定方法は、各クライアントに該当するインストレーション
ガイドを参照してください。
 Cisco Jabber for Windows
 Cisco Jabber for iPad
 Cisco Jabber for Android

DNS レコード
ここでは、パブリック（外部）とローカル（内部）DNS の要件について説明します。詳細については、『Cisco
Jabber DNS Configuration Guide』を参照してください。
パブリック DNS
エンドポイントが Mobile & Remote Access に使用する Expressway-E を検出できるように、パブリック（外部）
DNS は _collab-edge._tls.<domain> SRV レコードで設定する必要があります。SIP サービス レコード
も必要です（Mobile & Remote Access だけではなく一般的な導入にも必要です）。たとえば、2 つの
Expressway- E システムのクラスタの場合は、次のようになります。
ドメイン
example.com
example.com
example.com
example.com

サービス
collab-edge
collab-edge
sips
sips

プロトコル
tls
tls
tcp
tcp

プライオリティ
10
10
10
10

ウェイト
10
10
10
10

ポート
8443
8443
5061
5061

ターゲット ホスト
expe1.example.com
expe2.example.com
expe1.example.com
expe2.example.com

ローカル DNS
ローカル（内部）DNS には _cisco-uds._tcp.<domain> レコードと _cuplogin._tcp.<domain> SRV
レコードが必要です。次に例を示します。
ドメイン
example.com
example.com

サービス
cisco-uds
cuplogin

プロトコル
tcp
tcp

プライオリティ
10
10

ウェイト
10
10

ポート
8443
8443

ターゲット ホスト
cucmserver.example.com
cupserver.example.com

cisco-uds レコードおよび _cuplogin SRV レコードが内部ネットワークの外側で解決できないことを確認し
ます。解決できてしまうと、Jabber クライアントは、Expressway-E で Mobile & Remote Access のネゴシエーシ
ョンを開始しません。
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ファイアウォール
関連するポートが内部ネットワーク（Expressway-C が配置されている）と DMZ（Expressway-E が配置されてい
る）間、および DMZ とパブリック インターネット間のファイアウォールで設定されていることを確認します。
詳細については、「Mobile & Remote Access ポートのリファレンス」（p.25）を参照してください。

Unified CM
1.

2.

3.

複数の Unified CM クラスタで構成される場合、ILS（クラスタ間検索サービス）をすべてのクラスタで設定する
必要があります。これは、Expressway がホーム Unified CM クラスタに対してクライアントを認証し、Unified
CM ノードのいずれかに、UDS（ユーザ データ サービス）クエリーを送信するホーム クラスタを検出する必要が
あるからです。詳細については、「Intercluster Lookup Service（クラスタ間検索サービス）」を参照してください。
地域間と地域内（[System] > [Region Information] > [Region]）で、[Maximum Session Bit Rate for Video
Calls] が 6000 kbps などのシステムの適切な上限に設定されていることを確認します。

詳細については、「Region setup（地域の設定）」を参照してください。
TLS に設定され、リモート アクセスを必要とするデバイスに使用される Unified CM（[System] > [Security] >
[Phone Security Profile]）の電話セキュリティ プロファイルには、企業のドメイン（jabber.secure.example.com
など）を含む FQDN 形式の名前が必要です。（これは、これらの名前が Expressway-C のサーバ証明書のサ
ブジェクト名の代替名のリストに含まれている必要があるためです。）
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4. Unified CM サーバ（[System] > [Server]）が（IP アドレスではなく）ホスト名で設定されている場合、ホスト名が
Expressway-C で解決可能であることを確認します。注：完全修飾ホスト名（FDQN）として設定されたサーバ
名はサポートしていません。
5. セキュア プロファイルを使用している場合、Expressway-C の証明書に署名した認証局のルート CA が
CallManager の信頼証明書（Cisco Unified OS Administration アプリケーションの [Security] >
[Certificate Management]）としてインストールされていることを確認します。
6. Cisco AXL Web Service が、リモート アクセスで使用される Unified CM サーバを検出するために使用する
Unified CM パブリッシャでアクティブであることを確認します。これは、Cisco Unified Serviceability アプリ
ケーションを選択し、[Tools] > [Service Activation] で確認できます。
7. リモートおよびモバイル デバイスを（直接またはデバイス モビリティによって）パブリック アクセス可能な NTP
サーバを使用するように設定することを推奨します。
a. パブリック NTP サーバ [System] > [Phone NTP Reference] を設定します。
b. 日付/時刻グループ（[System] > [Date/Time Group]）に電話用 NTP リファレンスを追加します。
c. エンドポイント（[System] > [Device Pool]）のデバイス プールに日時グループを割り当てます。

IM and Presence
Cisco AXL Web Service が、リモート アクセスで使用される IM&P サーバを検出するために使用する IM&P
パブリッシャでアクティブであることを確認します。これは、Cisco Unified Serviceability アプリケーションを選
択し、[Tools] > [Service Activation] で確認できます。
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Expressway
次の手順は、Expressway-E、Expressway-C で必要な設定の概要を示します。詳細については、「Expressway
の Mobile & Remote Access の設定」（p.14）を参照してください。
1. システムのホスト名とドメイン名が、すべての Expressway に指定されていること、およびすべての
Expressway のシステムが信頼できる NTP サービスに同期されていることを確認します。
2. [Unified Communications mode] を [Mobile and remote access] に設定します。
3. Expressway-C の Unified CM および IM&P サーバを設定します。
4. サービスが Unified CM にルーティングされる Expressway-C のドメインを設定します。
5. 適切なサーバ証明書および信頼済み CA 証明書をインストールします。
6. Expressway-E と Expressway-C 間のセキュアなトラバーサル ゾーン接続を設定します。
7. 必要に応じて、リモート Jabber クライアントからアクセスする必要がある企業内の任意の Web サービス用の
HTTP サーバの許可リスト（ホワイトリスト）を設定します。
注：Expressway の設定変更は通常即座に適用されます。システムの再起動または他のアクションが必要な場
合は、バナー メッセージまたはアラームで通知されます。
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Expressway の Mobile & Remote Access の設定
ここでは、Expressway-C、Expressway-E の Mobile & Remote Access 機能を有効にして設定するために必
要な手順と、サービスに使用される Unified CM サーバと IM&P サーバを検出する方法について説明します。

Expressway のセキュリティ証明書のインストールとセキュアなトラ
バーサル ゾーンの設定
ユニファイド コミュニケーション機能（Mobile & Remote Access、または Jabber Guest など）をサポートするに
は、Expressway-C と Expressway-E 間にセキュアなトラバーサル ゾーン接続が必要です。次の内容を取り上
げます。
 Expressway-C と Expressway-E に適切なセキュリティ証明書をインストールします。
 Expressway-C と Expressway-E 間に暗号化されたトラバーサル ゾーンを設定します。
この方法については、以下を参照してください。
 「ユニファイド コミュニケーションのためのセキュアなトラバーサル ゾーン接続の設定」（p.21）（システムにセ
キュアなトラバーサル ゾーンが設定されていない場合）
 「ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件」（p.23）
注：XMPP フェデレーションを使用する場合、証明書署名要求を生成する際に必要なすべての情報を使用できる
ように、Expressway-C で IM&P サーバが検出できる必要があります。

Expressway-C の設定
ここでは、Expressway-C で必要な設定手順について説明します。

DNS および NTP 設定
Expressway での基本的なシステム設定の確認および設定を行います。
1. システムのホスト名とドメイン名が指定されていることを確認します（[System] > [DNS]）。
2. ローカル DNS サーバが指定されていることを確認します（[System] > [DNS]）。
3. すべての Expressway システムが信頼できる NTP サービス（[System] > [Time]）に同期されていることを確
認します。ローカル ポリシーに従って認証方式を使用します。
Expressway のクラスタがある場合、すべてのピアに対してこの作業を実行します。

Mobile & Remote Access 用の Expressway-C の有効化
Mobile & Remote Access 機能を有効にするには、次の手順を実行します。
1. [Configuration] > [Unified Communications] > [Configuration] を選択します。
2. [Unified Communications mode] を [Mobile and remote access] に設定します。
3. [Save] をクリックします。
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注：関連するドメインとトラバーサル ゾーンを設定する前に、Mobile and Remote Access を選択する必要があり
ます。
Unified CM にルーティングされるようにドメインを設定
登録、コール制御、プロビジョニング、メッセージングおよびプレゼンス サービスが Unified CM にルーティングさ
れるようにドメインを設定する必要があります。
1. Expressway-C で、[Configuration] > [Domains] を選択します。
2. サービスが Unified CM にルーティングされるドメインを選択します（まだドメインがない場合は、新しいドメイン
を作成します）。
3. ドメインごとに、そのドメインで Expressway がサポートするサービスを [On] にします。使用可能なサービスは
次のとおりです。
• Unified CM での SIP 登録およびプロビジョニング：この SIP ドメインのエンドポイントの登録、コール制御
およびプロビジョニングのサービスが Unified CM によって提供されます。Expressway はユニファイド
コミュニケーション ゲートウェイとして機能し、Unified CM 登録にセキュアなファイアウォール トラバーサル
および回線側のサポートを提供します。
• Unified CM での IM and Presence サービス：この SIP ドメインのインスタント メッセージングおよびプレ
ゼンス サービスは Unified CM IM and Presence サービスで提供されます。
• XMPP フェデレーション：このドメインとパートナー ドメイン間で XMPP フェデレーションを有効化します。
ドメインごとに、該当するすべてのサービスをオンにします。

IM&P と Unified CM サーバの検出
Expressway-C は、登録、コール制御、プロビジョニング、メッセージングおよびプレゼンス サービスを提供する
IM&P サーバと Unified CM サーバのアドレスの詳細で設定する必要があります。
注：IM&P サーバの設定は、ハイブリッドな導入モデルでは必須ではありません。
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Expressway-C の信頼できる CA リストへの IM&P および Unified CM tomcat 証明
書のアップロード
IM&P および Unified CM サーバの検出時に [TLS verify mode] を [On]（デフォルトの推奨設定）に設定する場
合は、その IM&P および Unified CM サーバが示す Tomcat 証明書を信頼するように Expressway-C を設定す
る必要があります。
1. アップロードする適切な CA 証明書を特定します。
• サーバで自己署名証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリストに、IM&P および
Unified CM サーバからの Tomcat 証明書のコピーを含める必要があります。
• サーバが CA 署名付き証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA リストに、Tomcat
証明書の発行元のルート CA を含める必要があります。
2. Expressway-C に、信頼できる認証局（CA）証明書をアップロードします（[Maintenance] > [Security] >
[Trusted CA certificate]）。
3. Expressway-C を再起動して、新しい信頼できる CA 証明書を有効にします（[Maintenance] > [Restart
options]）。

IM&P サーバの設定
リモート アクセスに使用する IM&P サーバを設定するには、次の手順を実行します。
1. Expressway-C で、[Configuration] > [Unified Communications] >] [IM and Presence servers] を選択します。
すでに設定済みのサーバがある場合、それらが表示されます。
2. IM&P パブリッシャの詳細を追加します。
a. [New] をクリックします。
b. [IM and Presence publisher address] とサーバへのアクセスに必要な [Username] および [Password]
を入力します。アドレスは FQDN または IP アドレスで指定できます。[TLS verify mode] が [On] の場合
は、FQDN を使用することをお勧めします。
注：これらのクレデンシャルは Expressway のデータベースに恒久的に保存されます。IM&P ユーザには
Standard AXL API Access ロールが必要です。
c. XMPP 関連の通信で IM&P サーバによって提示される Tomcat 証明書を Expressway が確認するように、
[TLS verify mode] を [On] のままにすることをお勧めします。
o IM&P サーバで自己署名証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリストに、
すべての IM&P サーバからの Tomcat 証明書のコピーを含める必要があります。
o IM&P サーバで CA 署名付き証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリストに、
Tomcat 証明書の発行元のルート CA を含める必要があります。
d. [Add address] をクリックします。
システムは、パブリッシャにアクセスし、関連付けられたノードの詳細を取得します。
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注：Expressway-C と Expressway-E 間に有効なトラバーサル ゾーン接続が確立されるまで（このプロセ
スの後方で設定します）、IM&P サーバの状態は、[Inactive] として表示されます。
3. IM&P クラスタごとに繰り返します。
複数のパブリッシャ アドレスを設定した後は、[Refresh servers] をクリックして、選択したアドレスに関連付けら
れているノードの詳細を更新できます。

Unified CM サーバの設定
リモート アクセスに使用する Unified CM サーバを設定するには、次の手順を実行します。
1. Expressway-C で、[Configuration] > [Unified Communications] > [Unified CM servers] を選択します。
すでに設定済みのサーバがある場合、それらが表示されます。
2. Unified CM パブリッシャの詳細を追加します。
a. [New] をクリックします。
b. [Unified CM publisher address] とサーバにアクセスできるアプリケーション ユーザ アカウントの
[Username] および [Password] を入力します。アドレスは FQDN または IP アドレスで指定できます。
[TLS verify mode] が [On] の場合は、FQDN を使用することをお勧めします。
注：これらのクレデンシャルは Expressway のデータベースに恒久的に保存されます。Unified CM ユー
ザには、Standard AXL API Access ロールが必要です。
c. Unified CM サーバによって提示される証明書（AXL および UDS クエリは Tomcat 証明書、後続の SIP
トラフィックは CallManager 証明書）を Expressway が確認するように、[TLS verify mode] を [On] のまま
にすることをお勧めします。
o Unified CM サーバで自己署名証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリストに、
すべての Unified CM サーバからの Tomcat 証明書と CallManager 証明書のコピーを含める必要が
あります。
o Unified CM サーバで CA 署名付き証明書を使用する場合は、Expressway-C の信頼できる CA のリ
ストに、Tomcat 証明書と CallManager 証明書の発行元のルート CA を含める必要があります。
d. [Add address] をクリックします。
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システムは、パブリッシャにアクセスし、関連付けられたノードの詳細を取得します。

3.

Unified CM クラスタごとに繰り返します。

複数のパブリッシャ アドレスを設定した後は、[Refresh servers] をクリックして、選択したアドレスに関連付けら
れているノードの詳細を更新できます。
自動的に生成されたゾーンと検索ルール
Expressway-C は、それ自体と検出された各 Unified CM ノード間に設定できないネイバー ゾーンを自動的に
生成します。TCP のゾーンは必ず作成され、Unified CM ノードが [1]（Mixed）の [Cluster Security Mode]
（[System] > [Enterprise Parameters] > [Security Parameters]）に設定されている場合、TLS ゾーンも作成
されます（セキュア プロファイルでプロビジョニングされたデバイスをサポートできるように）。TLS ゾーンは、
Unified CM 検出で [TLS verify mode] が有効にされている場合、[TLS verify mode] が [On] に設定された状
態で設定されます。これは、Expressway-C が後続の SIP 通信用の CallManager 証明書を確認することを意
味します。各ゾーンは「CEtcp-<node name>」または「CEtls-<node name>」の形式で作成されます。
また、同じ命名規則に従って、設定不可能な検索ルールが各ゾーンに自動的に作成されます。ルールはプライオ
リティ 45 で作成されます。検索ルールの対象となる Unified CM ノード名が長い場合、検索ルールは正規表現
を使ってアドレスのパターン マッチを行います。
注：登録エンドポイントにルーティング情報を戻す際、ロード バランシングは Unified CM で管理されます。

Expressway-C での HTTP サーバの許可リスト（ホワイトリスト）の設定
Jabber クライアント エンドポイントは、企業内のその他の Web サービスへのアクセスが必要になる場合があり
ます。これには、サーバの「許可リスト」を設定し、Expressway が企業外部から発信された HTTP トラフィックに
アクセス権を与える必要があります。
次の機能やサービスをホワイトリストへ追加することが必要になる場合があります。





ビジュアル ボイスメール
Jabber 更新サーバ
カスタム HTML タブ/アイコン
Photo Host ディレクトリ
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HTTP アクセスを許可するアドレスを設定するには、次の手順を実行します。
1. Expressway-C で、[Configuration] > [Unified Communications] > [Configuration] を選択します。
2. [HTTP server allow list] をクリックします。
3. 企業外にある Jabber クライアントがアクセス可能な HTTP サーバのホスト名または IP アドレスを設定します。
クライアントが提供する URI のサーバ部分がここに入力した名前のいずれかに一致する場合、または DNS
ルックアップで、指定した IP アドレスに解決される場合にアクセスが許可されます。
検出されたすべての Unified CM ノード（CallManager または TFTP サービスを実行）および IM&P ノードの IP
アドレスは許可リストに自動的に追加され、削除できません。これらのアドレスは、[HTTP server allow list] ペー
ジの [Auto-configured allow list] セクションに表示されます。

Expressway-E の設定
ここでは、Expressway-E で必要な設定手順について説明します。

DNS および NTP 設定
Expressway での基本的なシステム設定の確認および設定を行います。
1. システムのホスト名とドメイン名が指定されていることを確認します（[System] > [DNS]）。
注：<System host name>.<Domain name> がこの Expressway-E の FQDN です。この FQDN がパブリッ
ク DNS で解決可能であることを確認します。
2. パブリック DNS サーバが指定されていることを確認します（[System] > [DNS]）。
3. すべての Expressway システムが信頼できる NTP サービス（[System] > [Time]）に同期されていることを確
認します。ローカル ポリシーに従って認証方式を使用します。
Expressway のクラスタがある場合、すべてのピアに対してこの作業を実行します。

Mobile & Remote Access 用の Expressway-E の有効化
Mobile & Remote Access 機能を有効にするには、次の手順を実行します。
1. [Configuration] > [Unified Communications] > [Configuration] を選択します。
2. [Unified Communications mode] を [Mobile and remote access] に設定します。
3. [Save] をクリックします。

TURN サービスが Expressway-E で無効になっていることの確認
TURN サービスが Mobile & Remote Access に使用する Expressway-E で無効にされていることを確認します。
1. [Configuration] > [Traversal] > [TURN] を選択します。
2. [TURN services] が [Off] になっていることを確認します。

Cisco Expressway によるユニファイド コミュニケーションの Mobile & Remote Access 導入ガイド（X8.2）

19 / 38

Expressway の Mobile & Remote Access の設定

ユニファイド コミュニケーション サービスのステータスの確認
Expressway-C と Expressway-E の両方で、ユニファイド コミュニケーション サービスのステータスを確認できます。
1. [Status] > [Unified Communications] を選択します。
2. ドメイン、ゾーン、（Expressway-C のみ）Unified CM および IM&P サーバの状態を確認します。
設定エラーが存在する場合、その設定ページを表示するリンクが表示されます。
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ユニファイド コミュニケーションのためのセキュアなトラ
バーサル ゾーン接続の設定
ユニファイド コミュニケーション機能（Mobile & Remote Access、または Jabber Guest など）をサポートするに
は、Expressway-C と Expressway-E 間にセキュアなトラバーサル ゾーン接続が必要です。次の内容を取り上
げます。
 Expressway-C と Expressway-E に適切なセキュリティ証明書をインストールします。
 Expressway-C と Expressway-E 間に暗号化されたトラバーサル ゾーンを設定します。

Expressway のセキュリティ証明書のインストール
Expressway-C と Expressway-E 間の信頼を設定する必要があります。
1. Expressway-C と Expressway-E の両方に適したサーバ証明書をインストールします。
• 証明書には、Client Authentication 拡張子を含める必要があります。システムは、ユニファイド コミュニケ
ーション機能が有効になっている場合、この拡張子を指定せずにサーバ証明書をアップロードすることはで
きません。
• Expressway には、証明書署名要求（CSR）を生成する機能が組み込まれており、CSR を生成する場合に
推奨される方法です。
o 要求に署名する CA がクライアント認証拡張子を除外していないことを確認します。
o 生成した CSR には、クライアント認証要求と有効化されたユニファイド コミュニケーション機能に関連す
るサブジェクト代替名が含まれます（必要に応じて、「ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要
件」（p.23）を参照してください）。
• CSR を生成または Expressway にサーバ証明書をアップロードするには、[Maintenance] > [Security
certificates] > [Server certificate] を選択します。新しいサーバ証明書を有効にするには、Expressway を
再起動する必要があります。
2. 両方の Expressway に Expressway のサーバ証明書に署名した CA の信頼できる認証局（CA）証明書をイ
ンストールします。
展開されるユニファイド コミュニケーション機能に基づいて、次のように信頼要件が追加されます。
Mobile & Remote Access を導入する場合：
• Expressway-C は Unified CM と IM&P の Tomcat 証明書を信頼する必要があります。
• 状況に応じて、Expressway-C と Expressway-E の両方で、エンドポイントの証明書に署名した認証局を信
頼する必要があります。
Jabber Guest を導入する場合：
• Jabber Guest サーバがインストールされると、自己署名証明書がデフォルトで使用されます。ただし、信頼
できる認証局によって署名された証明書をインストールできます。Expressway-C に Jabber Guest サーバ
の自己署名証明書、または Jabber Guest サーバの証明書に署名した CA の信頼済み CA 証明書をイン
ストールする必要があります。
信頼済み認証局（CA）証明書を Expressway にアップロードするには、[Maintenance] > [Security
certificates] > [Trusted CA certificate] を選択します。新しい信頼できる CA 証明書を有効にするには、
Expressway を再起動する必要があります。
Expressway のサーバ証明書を作成してアップロードする方法および信頼できる認証局のリストをアップロードす
る方法の詳細については、『Certificate Creation and Use With Expressway Deployment Guide（Expressway
展開を使用した証明書の作成と利用の導入ガイド）』を参照してください。
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暗号化された Expressway トラバーサル ゾーンの設定
Expressway-C と Expressway-E 間のセキュアなトラバーサル ゾーン接続によってユニファイド コミュニケーショ
ン機能をサポートするには、次の手順を実行します。
 Expressway-C、Expressway-E はユニファイド コミュニケーション トラバーサル のゾーン タイプで設定する必
要があります。これは、[TLS verify mode] を [On] に設定、そして [Media encryption mode] を [Force
encrypted] に設定した SIP TLS を使用する適切なトラバーサル ゾーン（Expressway-C で選択されたときは、
トラバーサル クライアント ゾーン、Expressway-E で選択されたときはトラバーサル サーバ ゾーン）を自動的に
設定します。
 両方の Expressway はサーバ証明書を相互に信頼する必要があります。各 Expressway がクライアントとサ
ーバの両方として機能すると同時に各 Expressway の証明書がクライアントとサーバとして有効であることを確
認する必要があります。
 H.323 または暗号化されていない接続も必要な場合、別のトラバーサル ゾーン ペアを設定する必要があります。
セキュアなトラバーサル ゾーンを設定するには、Expressway-C と Expressway-E を次のように設定します。
1.
2.
3.

[Configuration] > [Zones] > [Zones] を選択します。
[New] をクリックします。
次のようにフィールドを設定します（他のすべてのフィールドはデフォルト値のままにします）。
Expressway-C
名前
「Traversal zone」など
Unified Communications traversal
タイプ
[Connection credentials] セクション
[Username]
「exampleauth」など
パスワード
「ex4mpl3.c0m」など

[SIP] セクション
7001
ポート
TLS サブジェクト名の N/A
確認

[Location] セクション
Peer 1 address

Expressway-E の FQDN を入力し
ます。

Expressway-E
「Traversal zone」など
Unified Communications traversal
「exampleauth」など
[Add/Edit local authentication database] をクリックし、
ポップアップ ダイアログで [New] をクリックして、[Name] に
（例：「exampleauth」）と [Password] に（例：「ex4mpl3.c0m」）
を入力して、[Create credential] をクリックします。
7001

トラバーサル クライアントの証明書で検索する名前を入力し
ます（Subject Common Name または Subject Alternative
Name 属性である必要があります）。トラバーサル クライア
ントのクラスタがある場合は、ここでクラスタ名を指定し、各ク
ライアントの証明書に含まれることを確認します。
N/A

注：IP アドレスを使用する場合
（推奨していません）、そのアドレスが
Expressway-E サーバ証明書に含ま
れている必要があります。
Peer 2...6 address

Expressway-E のクラスタである場合
は、追加ピアの FQDN を入力します。

N/A

注：Expressway あたり 1 つのユニファイド コミュニケーション トラバーサル ゾーンのみ設定する必要があり
ます。
4. [Create zone] をクリックします。
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ユニファイド コミュニケーションのサーバ証明書要件
Expressway の証明書署名要求（CSR）ツールでは、Expressway でサポートされるユニファイド 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名の代替名（SAN）について確認が求められ、組み込まれます。
次の表は、どのユニファイド コミュニケーションの機能に CSR の代替名が適用されるかを示します。
CSR SAN 要素
Unified CM 登録ドメイン
XMPP フェデレーション ドメイン
IM and 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）
Unified CM 電話セキュリティ プロファイル名

Mobile & Remote Access Jabber Guest XMPP フェデレーション

X
X
（Expressway-E のみ）
X

X

X

X



X


（Expressway-E のみ）

X

（Expressway-C のみ）

次の点に注意してください。
 IM and Presence ノードの追加または名前変更、新しい TLS 電話セキュリティ プロファイルの追加などにより、
チャット ノード エイリアスが追加または名前変更された場合は、Expressway-C 用に新しい Expressway-C 証
明書を作成することが必要になる場合があります。
 新しい Expressway-E 証明書は、新しいチャットのノード エイリアスがシステムに追加されるか、Unified CM
または XMPP フェデレーション ドメインが変更された場合に生成する必要があります。
 新しくアップロードされたサーバ証明書を有効にするには、Expressway を再起動する必要があります。
Expressway-C/Expressway-E の個々の機能要件についての詳細は、次のとおりです。
Expressway-C のサーバ証明書の要件
Expressway-C サーバ証明書ではサブジェクト名の代替名のリストに、次の要素を含める必要があります。
 Unified CM 電話セキュリティ プロファイル名：暗号化された TLS 用に設定され、リモート アクセスを必要とす
るデバイスに使用される Unified CM のすべての電話セキュリティ プロファイルの FQDN 形式での名前。
これにより、それらのセキュリティ プロファイルで設定されたデバイスからメッセージを転送するときに、Unified
CM は TLS 接続を介して確実に Expressway-C と通信できます。
 IM and Presence 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）：IM and Presence サーバで
設定されるチャット ノード エイリアス（たとえば chatroom1.example.com）。これらは、フェデレーテッド連絡先
との TLS を介したグループ チャットをサポートするユニファイド コミュニケーション XMPP フェデレーション導入
にのみ必要です。
XMPPAddress 形式を使用することを推奨します。これは識別子 id-on-xmppAddr を使用し、SAN DNS
エントリとしてルート ドメイン名を含める必要性を解消します。
Expressway-C は一連の IM&P サーバを検出すると、CSR にチャット ノード エイリアスを自動的に含めます。
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図 3：セキュリティ プロファイルのサブジェクト名の別名と Expressway-C の CSR ジェネレータのチャット ノード
エイリアスの入力

Expressway-E のサーバ証明書の要件
Expressway-E サーバ証明書には、そのサブジェクト代替名のリストに次の要素が含まれる必要があります。
 Unified CM 登録ドメイン：Unified CM の登録用に Expressway-C で設定されているすべてのドメイン。これら
はエンドポイント デバイスと Expressway-E 間のセキュアな通信に必要です。DNS-SEC 導入にドメインを含
める必要はありません。
複数のドメインを必要とする場合は、DNS 形式を選択し、必要な FQDN をカンマで区切って手動で指定する
必要があります。SRVName 形式は、選択した CA でサポートされないことがあります。
また、それぞれの先頭に collab-edge. を付ける必要があります（次のスクリーンショットの例を参照）。
 XMPP フェデレーション ドメイン：ポイントツーポイント XMPP フェデレーションに使用するドメイン。これらは、
IM&P サーバで設定され、XMPP フェデレーション用のドメインとして Expressway-C でも設定する必要があり
ます。
XMPPAddress 形式を使用することを推奨します。これは識別子 id-on-xmppAddr を使用し、SAN DNS
エントリとしてルート ドメイン名を含める必要性を解消します。
 IM and Presence 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）：Expressway-C の証明書で
入力されたものと同じチャット ノード エイリアスのセット。フェデレーテッド連絡先との TLS を介したグループ
チャットをサポートする音声とプレゼンスの導入にのみ必要です。
XMPPAddress 形式を使用することを推奨します。これは識別子 id-on-xmppAddr を使用し、SAN DNS
エントリとしてルート ドメイン名を含める必要性を解消します。
注：必須エイリアスのリストは Expressway-C の同等の [Generate CSR] ページから、表示（およびコピー、
ペースト）できます。
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Mobile & Remote Access ポートのリファレンス
ここでは、内部ネットワーク（Expressway-C が配置されている）と DMZ（Expressway-E が配置されている）間、
および DMZ とパブリック インターネット間のファイアウォールで開く必要があるポートの概要を示します。
Expressway-C（プライベート）から Expressway-E（DMZ）への発信
目的
XMPP（IM and Presence）
SSH（HTTP/S トンネル）
トラバーサル ゾーン SIP シグナリング
トラバーサル ゾーン SIP メディア

プロトコル
TCP
TCP
TLS
UDP

Expressway-C（ソース）
エフェメラル ポート
エフェメラル ポート
25000 ～ 29999
36002 ～ 59999 *

Expressway-E（リスニング）
7400
2222
7001
36000 ～ 36001 *

Expressway-E（DMZ）からパブリック インターネットへの発信
目的

プロトコル

Expressway-E（ソース）

SIP メディア
SIP シグナリング

UDP
TLS

36002 ～ 59999 *
25000 ～ 29999

インターネットのエンドポイント
（リスニング）
>= 1024
>= 1024

パブリック インターネットから Expressway-E（DMZ）への着信
Expressway-E（リスニング）

TCP
TCP
UDP
TLS
TCP

インターネットのエンド
ポイント（ソース）
>= 1024
>= 1024
>= 1024
>= 1024
>= 1024

プロトコル
TCP
TCP
TCP
TCP
UDP
TCP/TLS

Expressway-C（ソース）
エフェメラル ポート
エフェメラル ポート
エフェメラル ポート
エフェメラル ポート
36002 ～ 59999 *
25000 ～ 29999

Unified CM（リスニング）
7400（IM and Presence）
8443（Unified CM）
6970
443（CUC）
>= 1024
5060/5061

目的

プロトコル

XMPP（IM and Presence）
HTTP プロキシ（UDS）
メディア
SIP シグナリング
HTTPS（管理アクセス）

5222
8443
36002 ～ 59999 *
5061
443

Expressway-C から Unified CM/CUC
目的
XMPP（IM and Presence）
HTTP プロキシ（UDS）
HTTP（コンフィギュレーション ファイル検索）
CUC（ボイスメール）
メディア
SIP シグナリング

* デフォルト メディア ポートの範囲は 36000 ～ 59999 です。大規模なシステムでは、範囲（36000 ～ 36011）の
最初の 12 ポートが多重トラフィックのみに使用されます。小規模/中規模システムでは、多重トラフィックを使用す
るように明示的に 2 ポートを指定したり、メディア ポートの範囲から最初の 2 ポートを使用したりできます。
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次の点に注意してください。
 ポート 8191/8192 TCP および 8883/8884 TCP は、Expressway-C、Expressway-E アプリケーションで内部
的に使用されます。このため、これらのポートは、他の目的で割り当てることはできません。Expressway-E は
ポート 8883 で外部的にリッスンするため、そのポートに TCP トラフィックをドロップする外部 LAN インターフェ
イスにカスタム ファイアウォール ルールを作成することを推奨します。
 Expressway-E は SSH トンネル トラフィックをポート 2222 でリッスンします。このようなトラフィックの唯一の正
当な送信者は Expressway-C（クラスタ）です。このため、SSH トンネル サービスの次のファイアウォール ルー
ルを作成することを推奨します。
• Expressway-C のピア アドレスすべてを許可する 1 つ以上のルール（必要に応じて、内部 LAN インター
フェイス経由）
• 次に、SSH トンネル サービスのすべてのトラフィックをドロップするプライオリティの低い（数値が高い）ルー
ル（必要に応じて、内部 LAN インターフェイス上、またその場合に、外部インターフェイスですべてのトラ
フィックをドロップする別のルール）
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Unified CM ダイヤル プラン
Unified CM ダイヤル プランは、Expressway で登録するデバイスの影響を受けません。リモートおよびモバイル
デバイスは、Unified CM でも直接登録されますが、ダイヤル プランはローカルで登録された場合と同じです。

Expressway のコール タイプとライセンス
Expressway は次の 2 種類のコールを区別します。
 Unified CM リモート セッション：これらは、「Mobile & Remote Access」コール、つまり企業外にあり、Unified
CM に登録されたエンドポイントに Expressway ファイアウォール トラバーサル ソリューション経由でルーティ
ングされるデバイスからのビデオまたは音声コールです。これらのコールは、リッチ メディア セッション ライセン
スを使用しません。
 リッチ メディア セッション：これらのコールは、リッチ メディア セッション ライセンスを使用し、Expressway 経由
でルーティングされるビデオまたは音声コールのその他すべてのタイプで構成されます。これには、Businessto-Business（B2B）コール、B2BUA コール、サードパーティ製のソリューションへのインターワークまたはゲート
ウェイ コールが含まれます。Expressway はメディア（トラバーサル）のみ、またはシグナリング（非トラバーサ
ル）のみを取得する場合があります。
音声専用の SIP トラバーサル コールはビデオ SIP トラバーサル コールとは別に処理されます。それぞれの
リッチ メディア セッション ライセンスで 1 つのビデオ コールまたは 2 つの音声のみの SIP トラバーサル コー
ルが許可されます。したがって、100 のリッチ メディア セッション ライセンスでは、90 のビデオ コールと 20 の
SIP 音声専用コールが同時に許可されます。他の音声専用コール（非トラバーサル、H.323 またはインター
ワーキング）もリッチ メディア セッション ライセンスを使用します。
両方のタイプのコールは、システム リソースを消費し、各 Expressway に 150 の同時コール（大規模システムの
500 コール）の最大制限があります。
次の点に注意してください。
 Expressway は「音声専用」SIP コールを SDP で単一の「m=」行でネゴシエートされたコールと定義します。し
たがって、たとえば「電話」コールを作成する場合、SIP UA が SDP に追加の m= 行を含めると、そのコールは
ビデオ コール ライセンスを使用します。
 「音声専用」SIP コールが確立されている間は、（ライセンス供与された）ビデオ コールとして扱われます。「音声
専用」としてライセンスされるのは、コール設定が完了してからです。これは同時に行われた場合、システムが
ライセンスの最大数の制限に近づいていると、一部の「音声専用」コールに接続できない可能性があることを意
味します。

異なるドメインでの Unified CM と Expressway の導入
Unified CM ノードと Expressway のピアは異なるドメインに配置することができます。たとえば、Unified CM
ノードを enterprise.com ドメインに置き、Expressway システムを edge.com ドメインに置くことができます。
この場合、Unified CM ノードでは、サーバのホスト名または IP アドレスに IP アドレスを使用して、Expressway
が該当する Unified CM ノードにトラフィックをルーティングできるようにする必要があります。
Unified CM サーバと IM&P サーバが同じドメインを共有する必要があります。
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Unified CM と Expressway-C 間の SIP トランク
Mobile & Remote Access 用の Expressway 展開では、Unified CM と Expressway-C 間の SIP トランク接続
は必要ではありません。注：Expressway-C と検出された各 Unified CM ノード間に自動的に生成されたネイ
バー ゾーンは SIP トランクではありません。
ただし、SIP トランクを必要に応じて設定できます（たとえば、B2B コールを Unified CM に登録されたエンドポイ
ントに対して有効にできます）。
SIP トランクが設定されている場合、Unified CM への SIP 回線登録に使用されるポートとは別のリスニング
ポートを Unified CM で使用する必要があります。アラームは、競合が検出されると Expressway-C で発生し
ます。
Unified CM の回線登録リスニング ポートの設定
Unified CM への回線の登録に使用されるリスニング ポートは [System] > [Cisco Unified CM] で設定されます。
[SIP Phone Port] フィールドと [SIP Phone Secure Port] フィールドは、それぞれ TCP、TLS 接続に使用する
ポートを定義し、通常 5060/5061 に設定されます。
SIP トランク リスニング ポートの設定
SIP トランクに使用されるポートが Unified CM と Expressway の両方で設定されます。
Unified CM での手順：
1. [System] > [Security] > [SIP Trunk Security Profile] を選択し、SIP トランクに使用するプロファイルを選択し
ます。
このプロファイルが他のデバイスからの接続に使用される場合、Expressway への SIP トランク接続に異な
るセキュリティ プロファイルを作成することもできます。
2. 回線の登録に使用されるものと異なる [Incoming Port] を設定します。
3. [Save] をクリックして、[Apply Config] をクリックします。
Expressway での手順：
1. [Configuration] > [Zones] > [Zones] を選択し、SIP トランクを使用する Unified CM ネイバー ゾーンを選択し
ます。
（注：回線側の通信で Expressway-C と検出された各 Unified CM ノード間に自動的に生成されたネイバー
ゾーンは設定できません。）
2. SIP ポートを、Unified CM で設定された着信ポートと同じ値に設定します。
3. [Save] をクリックします。
SIP トランクの設定の詳細については、『Cisco TelePresence Cisco Unified Communications Manager with
Expressway (SIP Trunk) Deployment Guide（Cisco TelePresence Cisco Unified Communications
Manager with Expressway（SIP Trunk）導入ガイド）』を参照してください。

セキュアな通信の設定
この展開には、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
キュアな通信が必要です。これには、HTTP、SIP および XMPP 向けの暗号化された TLS 通信、および該当す
る場合、証明書の交換と検査の要求が含まれます。Jabber エンドポイントでは、Unified CM に保持されたクレ
デンシャルに対して検証される有効なユーザ名とパスワードの組み合わせを指定する必要があります。すべての
メディアが SRTP で保護されます。
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Expressway-C は、それ自体と検出された各 Unified CM ノード間に設定できないネイバー ゾーンを自動的に生
成します。TCP のゾーンは必ず作成され、Unified CM ノードが [1]（Mixed）の [Cluster Security Mode]
（[System] > [Enterprise Parameters] > [Security Parameters]）に設定されている場合、TLS ゾーンも作成さ
れます（セキュア プロファイルでプロビジョニングされたデバイスをサポートできるように）。TLS ゾーンは、
Unified CM 検出で [TLS verify mode] が有効にされている場合、[TLS verify mode] が [On] に設定された状
態で設定されます。これは、Expressway-C が後続の SIP 通信用の CallManager 証明書を確認することを意
味します。注：Unified CM が混合モードでない場合は TCP を使用するためにセキュア プロファイルがダウング
レードされます。
Unified CM に対する Expressway のネイバー ゾーンは、Unified CM パブリッシャが Expressway に追加
（または更新）されたときに Unified CM から返された Unified CM ノードの名前を使用します。Expressway は
Unified CM ノードに接続するためにその返された名前を使用します。この名前がホスト名だけの場合：
 その名前を使用してルーティング可能である必要があります
 これは、Expressway が Unified CM サーバ証明書に表示されることを予期する名前です
セキュア プロファイルを使用している場合、Expressway-C の証明書に署名した認証局のルート CA が
CallManager の信頼証明書（Cisco Unified OS Administration アプリケーションの [Security] > [Certificate
Management]）としてインストールされていることを確認します。

Expressway の自動侵入防御
まだ実行されていない場合は、[Automated protection service]（[System] > [System administration]）を有効化
する必要があります。
HTTP プロキシに対する悪意のある試行から保護するには、Expressway-E（[System] > [Protection] >
[Automated detection] > [Configuration]）の自動侵入防御を設定できます。
次のカテゴリを有効にすることを推奨します。
 HTTP プロキシの認証の失敗と HTTP プロキシ プロトコル違反。注：HTTP プロキシのリソース アクセスの失
敗カテゴリを有効にしないでください。
 XMPP プロトコル違反
注：自動防御サービスは Fail2ban ソフトウェアを使用します。また、単一の発信元 IP アドレスから発信された総
当たり攻撃から保護します。

Unified CM サービス拒否のしきい値
大量の Mobile & Remote Access コールで Unified CM のサービス拒否のしきい値に達することがあります。
これは、すべてのコールが同じ Expressway-C（クラスタ）から Unified CM に着信するためです。
必要に応じて、[SIP Station TCP Port Throttle Threshold] のレベルを 750 KB/秒に上げることを推奨します
（[System] > [Service Parameters] から [Cisco CallManager] サービスを選択）。

制限事項
 IPV4 プロトコルだけが Mobile & Remote Access ユーザに対してサポートされています
 SIP アーリー メディアはサポートされていません
 デュアル ネットワーク インターフェイスを使用する Expressway-E システムでは、XCP 接続（IM&P XMPP トラ
フィック用）は、常に外部でない（つまり内部）インターフェイスを使用します。これは Expressway-E の内部イン
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ターフェイスが、別のネットワークセグメント上にあり、システム管理の目的でのみ使用され、Expressway-C
のトラバーサル ゾーンが Expressway-E の外部インターフェイスに接続する展開の場合に、XCP 接続が失敗
する可能性があることを意味します。

Mobile & Remote Access を使用する場合にサポートされない Jabber 機能









UDS の以外のディレクトリ アクセス機能
CAPF などのリモート エンドポイントに対する証明書のプロビジョニング
ファイル転送（WebEx のハイブリッド モードで動作している場合を除く）
デスクフォン制御（QBE/CTI）
DVO-R、GSM のハンドオフとセッションの永続性などの追加のモビリティ機能
セルフケア ポータル
Jabber SDK のサポート
共有回線が限定的にサポートされます。複数のエンドポイントは、回線を共有できますが、（保留/再開のよう
な）インコール機能は応答する最初のエンドポイントだけで機能します。回線を共有しているエンドポイントが正
しくコールの状態を認識しない可能性があります。

Mobile & Remote Access を使用する場合にサポートされないか制限される Jabber
機能
 Expressway-C と IM&P サーバ間のセキュアな XMPP トラフィック（XMPP トラフィックは Expressway-C と
Expressway-E、および Expressway-E とリモート エンドポイント間でセキュア）
 エンドポイント管理機能（SNMP、SSH/HTTP アクセス）
 マルチドメインとマルチカスタマー サポート：各 Expressway の導入で 1 つの IM&P ドメインのみをサポートし
ます（IM & Presence 10.0 以降が複数の IM&P ドメインをサポートする場合でも）。
 Mobile & Remote Access に使用する Expressway-C は、Lync 2013 のゲートウェイとして使用できません
（必要に応じて、これをスタンドアロン Expressway-C に設定する必要があります）
 HTTP プロキシを介した NTLM 認証
 メンテナンス モード：Expressway-C または Expressway-E がメンテナンス モードになっている場合、その
Expressway を通過する既存のコールがドロップされます
 Expressway-E に有効化された TURN サービスがないこと
 大規模 VM サーバへの配置では、Unified CM（小規模/中規模 VM サーバと同じ制限）への登録は 2500
のプロキシ登録に制限されます

プロトコルの概要
次の表に、ユニファイド コミュニケーション ソリューションで使用されるプロトコルと関連するサービスを示します。
プロトコル
SIP
HTTPS
RTP
XMPP

セキュリティ
TLS
TLS
SRTP
TLS

サービス
セッション確立 - 登録、招待など
ログオン、プロビジョニング/構成、ディレクトリ、ボイスメール
メディア - 音声、ビデオ、コンテンツ共有
インスタント メッセージ/プレゼンス
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クラスタ化された Expressway システムとフェールオーバーの考慮事項
Expressway-C のクラスタと Expressway-E のクラスタで、フェイルオーバー（冗長性）のサポートと拡張性の向
上を提供するように設定できます。
Expressway クラスタを設定する方法の詳細は、『Expressway Cluster Creation and Maintenance Deployment
Guide（Expressway のクラスタ作成およびメンテナンス導入ガイド）』に記載されており、Jabber エンドポイントと
DNS の設定方法に関する情報は、「Configure DNS for Cisco Jabber（Cisco Jabber の DNS の設定）」に記
載されています。
注：Expressway-C の Unified CM と IM&P サーバを検出する場合、マスター ピアで行う必要があります。

メディア暗号化
メディア暗号化は Expressway-C と Expressway-E 間、および企業外にある Expressway-E とエンドポイント間
のコール レッグに実行されます。企業内の Expressway-C とエンドポイント間のコール レッグは暗号化されません。
暗号化は、メディアが Expressway-C の B2BUA にパススルーするときに物理的に適用されます。

アドバンスド Expressway-C の設定
ここでは、Expressway-C で設定できる Advanced Unified Communications の設定について説明します。

クレデンシャルのキャッシング間隔
Expressway は Unified CM によって認証されたエンドポイントのクレデンシャルをキャッシュします。クレデン
シャルのキャッシュは Expressway が認証用に Unified CM にエンドポイントのクレデンシャルを送信する必要
のある頻度を下げるため、システムのパフォーマンスが向上します。
キャッシュ設定を設定するには、[Configuration] > [Unified Communications] を選択して [Show advanced
settings] をクリックします。
[Credentials refresh interval] ではエンドポイントのクレデンシャルが Expressway データベースにキャッシュさ
れる分数を指定します。デフォルトは 480 分です。
[Credentials cleanup interval] では、Expressway データベースが期限切れのクレデンシャルを削除するクリー
ンアップ プロセスを実行する頻度を指定します。大規模な展開では、定期的なクリーンアップ プロセスが、システ
ムのパフォーマンス維持に役立ちます。デフォルトは 720 分です。
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付録 1：トラブルシューティング
一般的なトラブルシューティング テクニック
アラームとステータスのチェック
問題のトラブルシューティングでは、まず、アラームが発生したかどうかを確認することを推奨します（[Status] >
[Alarms]）。アラームが存在する場合は、[Action] 列にある手順に従ってください。Expressway-C と
Expressway-E の両方で、アラームを確認する必要があります。
次に、ステータスのサマリーおよび設定情報の範囲を確認するには、[Status] > [Unified Communications] を
選択します。Expressway-C と Expressway-E の両方でこのステータス ページを確認する必要があります。
必要な設定がない、または無効なエラー メッセージが表示された場合は、関連する設定ページへのリンクが提供
されます。
Expressway で次の項目を変更した場合は、無効なサービスまたはエラーが示される可能性があります。
 サーバまたは CA 証明書
 DNS の設定
 ドメインの設定
このような場合、これらの設定の変更を反映するにはシステムの再起動が必要です。

診断ログの確認と実行
Jabber for Windows
Jabber for Windows のログ ファイルは csf-unified.log として
C:\Users\<UserID>\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs の下に保存され
ます。
コンフィギュレーション ファイルは C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\Cisco\Unified
Communications\Jabber\CSF\Config の下にあります。
Expressway の診断ログの実行
システムの問題のトラブルシューティングに Expressway の診断ログ ツールを使用できます。また、長時間に渡
ってシステム アクティビティの診断ログを生成し、ログをダウンロードすることができます。
診断ログを実行する前に、適切なロギング モジュールのログ レベルを設定する必要があります。
1. [Maintenance] > [Diagnostics] > [Advanced] > [Support Log configuration] を選択します。
2. 次のログを選択します。
• developer.edgeconfigprovisioning
• developer.trafficserver
• developer.xcp
3. [Set to debug] をクリックします。
これで、診断ログの取得を開始できます。
1. [Maintenance] > [Diagnostics] > [Diagnostic logging] を選択します。
2. オプションで、[Take tcpdump while logging] を選択します。
3. [Start new log] をクリックします。
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4. （任意）マーカー テキストを入力して、[Add marker] をクリックします。
• 特定のアクティビティが実行される前にマーカー機能を使用して、ログ ファイルにコメント テキストを追加す
ることができます。これは、ダウンロードされた診断ログ ファイルで該当するセクションを識別するのに役立
ちます。
• 診断ログの進行中に、必要に応じた数のマーカーを追加できます。
• マーカーのテキストは「DEBUG_MARKER」タグでログに追加されます。
5. 診断ログにトレースするシステムの問題を再現します。
6. [Stop Logging] をクリックします。
7. [Download log] をクリックして、診断ログ アーカイブをローカル ファイル システムに保存します。アーカイブを
保存するように促されます（実際の表現はブラウザによって異なります）。
診断ログを完了した後、[Support Log configuration] ページに戻り、INFO レベルに変更されたロギング モジュー
ルをリセットします。

DNS レコードの確認
システムの問題のトラブルシューティングには Expressway の DNS ルックアップ ツールを使用できます
（[Maintenance] > [Tools] > [Network utilities] > [DNS lookup]）。SRV レコードのルックアップには、H.323、
SIP、ユニファイド コミュニケーション、および TURN サービスに固有のものが含まれます。
注：Expressway-C から DNS ルックアップを実行すると、企業内からのビューが返され、Expressway-E で実行
すると、DMZ 内から表示できる内容が返されます。これは、必ずしもパブリック インターネットでエンドポイントに
使用可能なレコードと同じセットとは限りません。
DNS ルックアップには、ユニファイド コミュニケーションに使用される次の SRV サービスが含まれています。





_collab-edge._tls
_collab-edge._tcp
_cuplogin._tcp
_cisco-uds._tcp

Expressway-E の到達可能性の確認
Expressway-E の FQDN がパブリック DNS で解決可能であることを確認します。
FQDN は [System] > [DNS] で設定され、<System host name>.<Domain name> として組み込まれています。

コール ステータスの確認
コール ステータス情報は現在のコールと完了したコールの両方に対して表示できます。
 現在のコール：[Call status] ページ（[Status] > [Calls] > [Calls]）は現在 Expressway を通過しているすべての
コールをリストします。
 完了したコール：[Call history] ページ（[Status] > [Calls] > [History]）はアクティブでなくなったすべてのコール
をリストします。リストは、最新の 500 コールに制限され、Expressway が最後に再起動してから発生したコー
ルのみが含まれます。
Expressway がクラスタに含まれている場合、クラスタ内のピアに適用されるすべてのコールが表示されますが、
リストはピア 1 つあたりで最新の 500 コールに限定されます。
Mobile & Remote Access コールには、コールが Expressway-C で表示されるか Expressway-E で表示される
かによって、さまざまなコンポーネントの特性があります。
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 Expressway-C では、Unified CM のリモート セッションに 3 つのコンポーネントがあります（メディア暗号化の
実行に B2BUA を使用するため）。Expressway コンポーネントの 1 つが、Expressway と Unified CM 間に自
動的に生成されるネイバー ゾーンの 1 つを経由してコールの経路を指定します（名前の前に CEtcp または
CEtls が付きます）。
 Expressway-E には、CollaborationEdgeZone を経由してコールの経路を指定するコンポーネントが 1 つあ
ります。
注：両方のエンドポイントが企業外（つまりオフプレミス）にある場合は、2 つの独立したコールとして扱われます。
リッチ メディア セッション
システムにリッチ メディア セッション キーがインストールされ、Business-to-Business（B2B）コール、サードパー
ティ製ソリューションへのインターワークまたはゲートウェイ コールなどをサポートするために拡張されている場合、
これらのコールは、コール状態やコール履歴のページに記載されています。

Expressway 経由で Unified CM に登録されたデバイスのチェック
Unified CM のデバイスの識別
Expressway で Unified CM に登録したデバイスを識別するには、次の手順を実行します。
1. Unified CM で、[Device] > [Phone] を選択し、[Find] をクリックします。
2. [IP Address] 列をチェックします。Expressway で登録されたデバイスが登録時に経由した Expressway-C の
IP アドレスを表示します。
Expressway-C でプロビジョニングされたセッションの識別
Expressway-C でプロビジョニングされたセッションを識別するには、次の手順を実行します。
1. Expressway-C で、[Status] > [Unified Communications] を選択します。
2. [Advanced status information] セクションで、[View provisioning sessions] をクリックします。
これは、現在および最近の（赤色で表示）すべてのプロビジョニング セッションの一覧を表示します。

Expressway-C が Unified CM に同期していることの確認
Unified CM クラスタまたはノード構成への変更は、Unified CM と Expressway-C 間の通信の問題の原因にな
る可能性があります。これには、以下への変更が含まれます。






Unified CM クラスタ内のノード数
既存のノードのホスト名または IP アドレス
リスニング ポート番号
セキュリティ パラメータ
電話セキュリティ プロファイル

そのような変更が Expressway-C に反映されることを確認する必要があります。そのためには、すべての
Unified CM と IM and Presence のノードを再検出する必要があります（Expressway で [Configuration] >
[Unified Communications] を選択します）。

Expressway 証明書/TLS 接続の問題
Expressway サーバ証明書または信頼済み CA 証明書が変更された場合、その変更が有効になる前に
Expressway を再起動する必要があります。
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セキュア プロファイルを使用している場合、Expressway-C の証明書に署名した認証局のルート CA が
CallManager の信頼証明書（Cisco Unified OS Administration アプリケーションの [Security] > [Certificate
Management]）としてインストールされていることを確認します。

Expressway が「401 unauthorized」エラー メッセージを返す
「401 unauthorized」エラー メッセージは、Expressway がエンドポイント クライアントによって提示されたクレデ
ンシャルを認証しようとした場合に発生することがあります。この原因は次のとおりです。
 クライアントが不明なユーザ名、または間違ったパスワードを提供しています。
 ILS（クラスタ間の検索サービス）が、すべての Unified CM クラスタに設定されていません。これは UDS のク
エリーがクライアントのホーム クラスタを検出するために、Expressway で使用する Unified CM ノードによって
は、断続的な障害の原因となる可能性があります。

「407 proxy authentication required」または「500 Internal Server
Error」エラーによる通話障害
通話障害は Expressway のトラバーサル ゾーンが [Check credentials] の認証ポリシーで設定されていると発
生する場合があります。Mobile & Remote Access に使用するトラバーサル ゾーンの認証ポリシーが [Do not
check credentials] に設定されていることを確認します。

コールのビット レートが 384 kbps に制限される/BFCP（プレゼンテー
ション共有）使用時のビデオ問題
これは、Unified CM で設定された地域内のビデオ ビット レート制限によって生じる可能性があります。
地域間と地域内（[System] > [Region Information] > [Region]）で、[Maximum Session Bit Rate for Video
Calls] が 6000 kbps などのシステムの適切な上限に設定されていることを確認します。

エンドポイントが Unified CM に登録できない
エンドポイントはさまざまな理由で登録できない場合があります。




エンドポイントは、Unified CM と Expressway-C 間に設定された SIP トランクも存在する場合は、Unified CM
に登録できない可能性があります。SIP トランクが設定されている場合、Unified CM への SIP 回線登録に使
用されるポートとは別のリスニング ポートを Unified CM で使用する必要があります。詳細については、
「Unified CM と Expressway-C 間の SIP トランク」（p.28）を参照してください。
Expressway-C のサーバ証明書に、暗号化された TLS に設定され、リモート アクセスを必要とするデバイスに
使用される Unified CM の電話セキュリティ プロファイルのすべての名前であるサブジェクト名の代替名リスト
が含まれていない場合、セキュアな登録は失敗する場合があります（「Failed to establish SSL connection」
メッセージ）。注：これらの名前は、Unified CM と Expressway の証明書の両方で FQDN 形式にする必要が
あります。
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XMPP のバインド障害が原因で Jabber がサインインできない
XMPP のバインド障害（「Cannot communicate with the server」エラー メッセージ）が原因で Jabber クライアン
トがサインインできない可能性があります。
これは、Jabber クライアント ログのリソースのバインド エラーによって示されます。次に例を示します。
XmppSDK.dll #0, 201, Recv:<iq id='uid:527a7fe7:00000cfe:00000000' type='error'><bind
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind'/><error code='409' type='cancel'><conflict
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-stanzas'/></error></iq>
XmppSDK.dll #0, CXmppClient::onResourceBindError
XmppSDK.dll #0, 39, CTriClient::HandleDisconnect, reason:16

これは通常、IM and Presence Intercluster Sync Agent が正しく実行されない場合に発生します。詳細につい
ては、「IM and Presence intercluster deployment configuration（IM and Presence クラスタ間展開設定）」を
参照してください。

ボイスメール サービスなし（「403 Forbidden」応答）
Cisco Unity Connection（CUC）のホスト名が Expressway-C の HTTP サーバの許可リストに含まれていること
を確認します。

サービス要求の「403 Forbidden」応答
サービスは、Expressway-C、Expressway-E が信頼できる NTP サーバに同期されていない場合、失敗する可
能性があります（「403 Forbidden」応答）。すべての Expressway システムが信頼できる NTP サービスに同期さ
れていることを確認します。

クライアント HTTPS 要求が Expressway によってドロップされる
これは、Expressway-E の自動侵入防御機能によって HTTP プロキシ経由でリソースにアクセスするクライアン
ト IP アドレスから繰り返し実行された不正な試行（404 エラー）を検出した場合に発生することがあります。
クライアント アドレスがブロックされないようにするには、[HTTP proxy resource access failure] カテゴリ
（[System] > [Protection] > [Automated detection] > [Configuration]）が無効にされていることを確認します。

リモート アクセス用の IM&P サーバが設定できない
「Failed: <address> is not a IM and Presence Server」
このエラーは、リモート アクセスに使用する IM&P サーバを設定しようとした場合に発生する可能性があります
（[Configuration] > [Unified Communications] > [IM and Presence servers]）。
これは IM&P サーバの CA 証明書が欠落していることが原因で、9.1.1 を実行するシステムに適用されます。
詳細情報および推奨ソリューションは「bug CSCul05131」で説明されています。
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SSH のトンネル障害が原因で Jabber がサインインできない
SSH トンネルが確立できないことが原因で、Jabber がサインインできない場合があります。Expressway-C と
Expressway-E 間のトラバーサル ゾーンは、他のあらゆる点で正常に動作します。Expressway は「アプリケー
ションが失敗しました - 予期せぬソフトウェア エラーが portforwarding.pyc で検出されました」と報告します。
これは、Expressway-E、DNS ホスト名にアンダースコア文字を含めると発生する可能性があります。ホスト名に
は、文字、数字、およびハイフンだけを含めていることを確認する必要があります。
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マニュアルの変更履歴
次の表に、このマニュアルの変更履歴の要約を示します。
リビジョン
6
5
4
3
2
1

日付
2014 年 8 月
2014 年 7 月
2014 年 7 月
2014 年 7 月
2014 年 6 月
2014 年 4 月

説明
X8.2 バージョンによる共有回線の制限を追加してこのドキュメントの X8.1.1 バージョンを再発行。
クライアント サポートの詳細および削除されたメディアの暗号化の制限を更新して再発行。
ファイアウォールのアドバイス、サポートされていない展開を更新して再発行。
ドメインのスクリーンショットを更新して再発行。
X8.2 向けに再発行。
初回リリース

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマ
ニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ
黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、
すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されてい
ます。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the
University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating
system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含
めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、
および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ
とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発
生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あ
らゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other
countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party
trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not
imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではあ
りません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的とし
て使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なも
のではなく、偶然の一致によるものです。
© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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