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はじめに
目的および対象読者
この導入ガイドでは、バック-ツー-バック ユーザ エージェント（B2BUA）および Microsoft Lync 2010/2013
（Lync）を使用して Cisco Expressway（Expressway）を設定し相互運用する手順について説明します。
Expressway と Lync の相互運用の機能および制限事項についても説明します。

導入シナリオ
ある企業では、ネットワークに Lync 環境を導入して、メッセージングおよびプレゼンス機能を全社員に提供でき
るように Microsoft Lync クライアントをインストールしています。ビデオ会議を処理する既存のビデオ ネットワー
クと Microsoft Lync クライアントを統合することで、ビデオ エンドポイント用の機能を提供し、Lync クライアントよ
りコール受発信を行います。
この導入ガイドでは、以下に示す環境の例を使用します。
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このマニュアルでは、次に示す項目の設定方法を説明します。




Lync から「Lync ゲートウェイ」Expressway にコールをルーティングするためのスタティック ルート
Lync にコールをルーティングするための Expressway B2BUA
「Lync ゲートウェイ」Expressway と Unified CM 間の SIP トランク

基本的な構成環境は、次の要素で構成されています。
Lync の導入環境：





フロントエンド プロセッサのプール。FQDN は feppool.ciscotp.com
ディレクタのプール。FQDN は dirpool.ciscotp.com
エッジ サーバ。FQDN は lyncedge.ciscotp.com
ユーザ david.jones@ciscotp.com および alice.parkes@ciscotp.com（その他あり）
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Cisco ビデオの導入環境：






ピア FQDN exp01.ciscotp.com および クラスタ FQDN lyncexp.ciscotp.com が設定された Lync ゲートウェ
イ Cisco Expressway-C（「Lync ゲートウェイ」Expressway と呼ばれます）。クラスタの FQDN は、すべてのク
ラスタ ピアの IP アドレスを含む DNS A レコードのリストに解決される必要があります（ラウンドロビン動作用）。
FQDN cucm.ciscotp.com が設定された Unified CM
TURN サーバ サポート用の FQDN expc.ciscotp.com が設定された Cisco Expressway C および FQDN
expe.ciscotp.com が設定された Cisco Expressway E
ビデオ ユーザ david.jones および alice.parkes 用の内部ビデオ エンドポイント

このシナリオでは、通常、ユーザが Lync コンタクト リストの同僚をクリックするか、またはビデオ エンドポイントの
電子アドレス帳から宛先を選択することで、ダイヤルが実行されます。
このマニュアルでは、IP ネットワーク上の SIP トランクおよび Lync から「Lync ゲートウェイ」Expressway へのス
タティック ルートを使用して、「Lync ゲートウェイ」Expressway 経由で Lync と Unified CM を接続する手順を説
明します。ここに示す例では、次のセットアップを使用します。









既存のビデオ ネットワークと Lync 間のリンクとして機能するように、Unified CM（または Unified CM ピアのク
ラスタ） – 「Lync ゲートウェイ」Expressway – をセットアップします。
Lync の SIP ドメインは ciscotp.com。Lync の SIP ドメインは、Lync クライアントの AD ドメインと同じにする必
要はありません（ログイン ユーザ名で使用される Lync ログイン ドメインは、サインイン アドレスで使用される
SIP ドメインと異なっていてもかまいません）。
Cisco ビデオ ネットワークのドメインは vc.ciscotp.com（ビデオ デバイス登録で使用）です。
ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントは、Unified CM によってプロビジョニングされ、3xxx 形式で
DN に登録します。
Lync に登録されている Lync クライアントは、URI で識別。例：
• David の URI は、david.jones@ciscotp.com
• Alice の URI は、alice.parkes@ciscotp.com
Lync のフロント エンド サーバは Expressway へのビデオ ネットワーク ドメイン（vc.ciscotp.com）での URI を
Expressway にルーティングするスタティック ドメイン ルートを使用して設定されます。ドメインのスタティック
ルートを使用するときは注意が必要です。Lync がローカルに処理できないそのドメインのトラフィックは
Expressway にルーティングされます。

クラスタ化される「Lync ゲートウェイ」Expressway
このマニュアルで、「Lync ゲートウェイ」Expressway を参照するときは、Expressway のクラスタも使用すること
もできます。動作は、機能的には同じですが、さらに多くの容量を使用可能です。
Lync サーバからのコールは、通常は、Lync Server がスタティック ドメイン ルートを使用するので、TCP 接続用に 1 つ
の IP アドレスおよび TLS 接続用に 1 つの FQDN が設定されたクラスタ内の 1 つの Expressway に着信します。
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スタティック ルートの宛先に対して TLS とラウンドロビン DNS を使用する場合、Lync Server はコールの送信先
になる Expressway ピアを変更する場合がありますが、変更の最大頻度は 5 秒に 1 回です。Lync は、該当の
Expressway への接続が失われ、別の Expressway に切り替わった場合を除き、すべてのトラフィックが 1 つの
Expressway に送信され続けているように見えます。そのため、ロード バランシングよりも高い復元力が得られます。

なぜ「Lync ゲートウェイ」Expressway を追加するのですか。
「Lync ゲートウェイ」Expressway は、既存の動作中のビデオ ネットワークと Microsoft Lync 環境間のインター
フェイスです。このゲートウェイを使用することで、ビデオ ネットワークに Lync との相互運用性を追加するときに
ビデオ ネットワークで行う必要がある変更を最小にでき、副作用を少なくできます。
この「Lync ゲートウェイ」動作専用の Expressway を使用して、Microsoft 相互運用性オプション キーを購入し
て有効にする必要がある Expressway の数を制限します。
Lync Server は、Lync サーバで定義されたスタティック ドメイン ルート経由でのコールの場合、1 つの FQDN
（レジリエンスのために Expressway のクラスタをサポートするために、ラウンドロビン DNS アドレスがある場合
でも）にのみコールを送信できます。
Lync Server は、信頼するように設定されたピアからのメッセージのみを受信します。SIP メッセージを Lync
Server に送信するすべてのデバイスを、Lync Server で信頼できるホストとして明示的にリストにする必要があ
るため、専用の「Lync ゲートウェイ」Expressway または Expressway クラスタを使用することで、Lync で設定す
る必要がある信頼できるデバイスの数も制限されます。
Lync ドメインごとに複数の「Lync ゲートウェイ」Expressway
Expressway が単一の「Lync ゲートウェイ」クラスタにある場合を除いて、これは推奨されるアーキテクチャでは
ありません。Lync ドメイン経由で発信された、あるビデオ エンドポイントから別のビデオ エンドポイントへのコー
ルが、ビデオ インフラストラクチャを直接経由するのではなく、Lync 経由でルーティングされるためです。ユーザ
は、デュオ ビデオや遠端カメラ制御などのビデオ機能が使用できなくなり、暗号化やビデオの品質も失われる可
能性があります。

特長および機能
Expressway と Microsoft Lync 2010 の相互運用機能は、このマニュアルで指定されている場合を除いて、
Expressway と Lync 2013 間の機能とほぼ同じです。X8.1 以降は、Lync 2010 と、Lync 2010 または Lync
2013 のフロントエンド サーバに登録された Lync 2013 の両方のクライアントと互換性があります。機能の主な
違いの概要は以下のとおりです。
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Server との間の暗号化された発信および発信コールを有効にするためには、Microsoft
相互運用性オプション キーをインストールする必要があります（ネイティブ SIP コールと H.323 から相互運用さ
れたコールの両方に対して）。Microsoft 相互運用性オプション キーは、Lync 2010 クライアントへの ICE コール
を確立するときも、B2BUA で必要になります。
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B2BUA は、標準コーデック（H.264 など）間の変換には Cisco AM GW、Microsoft Lync 2010 クライアントと
Cisco エンドポイント間の高精細度コールの有効化には Microsoft RT Video and RT Audio を使用できます。
Microsoft Lync 2013
B2BUA は標準 H.264 AVC と Lync 2013 の H.264UC SVC コーデック間の相互運用性を提供します。Lync
2013 とともに Cisco AM GW トランスコーダを使用するように B2BUA を設定することもできますが、これは必要
ではなく、Lync 2013 とともに導入しないことを推奨します。
Lync 2013 は、H.263 をサポートしないため、Lync 2013 と正常に相互運用するには、X8.1 以降のソフトウェア
が必要です。
Microsoft 相互運用性オプション キーは、Lync 2013 とのすべての通信タイプに必要です。
Microsoft Lync B2BUA の相互運用機能
Microsoft Lync B2BUA を使用する場合は、次を設定します。










ドメインのスタティック ルートは、コールをビデオ ネットワーク上のドメインへルーティングするように Lync サー
バで設定されます。
検索ルールは、Expressway にて、コールを Lync ドメインへルーティングするように設定されます。
Lync Server は、コール保留（および再開）要求を受け入れ、処理します。
Lync クライアントを転送の目標にできます（コールに関係する AM ゲートウェイがある場合も可能です）。
Microsoft Mediation Server へのコールは、コールを開始した SIP の Expressway のビデオ ネットワーク上
のエンドポイントからは機能しますが、H.323 から相互運用されるコールの場合は機能しません（「付録 4：相互
運用の機能および制限事項 [p.77]」で指定されている回避策を実装していない場合）。
Lync システムは、回復力と容量を確保するために、ハードウェア ロード バランサを使用することがあります。
「Lync ゲートウェイ」Expressway（または Expressway クラスタ）は Lync Director 経由で Lync と通信できます。
TLS が Expressway と Lync 間で使用され、Microsoft 相互運用性オプション キーが「Lync ゲートウェイ」
Expressway に追加される際に、メディア暗号化（SRTP）がサポートされます。
Lync クライアントが関わるコールの場合、SIP シグナリングおよび RTP メディアは、常に B2BUA アプリケーシ
ョンによってルーティングされます。各 B2BUA アプリケーション（1 つの Expressway ごとに 1 つのアプリケーショ
ン）は、Lync と Expressway ビデオ環境の間で、同時に 100 のコールを処理できます。ただし、Cisco AM GW
が関わるコールでは、2 つの B2BUA コール リソースが消費されます。

設定目標の概要
このマニュアルでは、次のようなコールを有効にするように B2BUA モードの Lync と Expressway を設定する手
順について説明します。




Lync Server に登録された Microsoft Lync クライアントから、該当の Lync Server に登録された別の Lync ク
ライアントへのコール。
ビデオ ネットワークの Unified CM に登録された SIP ビデオ エンドポイントから、Lync に登録された Lync クラ
イアントへのコール。
Lync Server に登録された Lync クライアントから、ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントへのコール。
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Lync 環境
Lync 環境には多くのビルディング ブロックがあるため、多くの方法で構築できます。フル スケールの Lync 導入
では、多くの場合、Lync ディレクタ、ハードウェア ロード バランサ（HLB）、エンタープライズ プールのフロントエン
ド プロセッサ（FEP）、冗長 AD サーバを使用します。
Microsoft は、Lync のインストールでは、SIP トラフィックをルーティングするハードウェア ロード バランシングの
代わりに DNS を使用することを推奨しています。Microsoft のガイダンスは http://technet.microsoft.com/enus/library/gg398634.aspx で参照できます。
次に、アーキテクチャの例を示します。
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小規模な導入では、Lync ディレクタ サーバを使用せず、フロントエンド プロセッサのセットの前でハードウェア
ロード バランサだけを使用することもできます。

Lync 環境では、ハードウェア ロード バランサの代わりに DNS を使用できます。例を示します。

Lync では、AD サーバと FEP を別のマシンにする必要があることに注意してください。
Lync の導入には、Lync クライアントがローカル ネットワークの外からエッジ サーバを通じて Lync に登録できる
ように、エッジ サーバが含まれることがあります。エッジ サーバの外の Lync デバイスと通信するには、エッジ
サーバと Expressway-E の両方がパブリック インターネットに接続している必要があります。（Microsoft エッジ
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サーバに関連するコールを行うには、Expressway に Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされ
ている必要があります。このキーによって、ICE を、次のシナリオに必要なメディア接続に使用できます。）

Expressway と Lync を使用するすべての導入で、次のようになります。
Lync では、スタティック SIP ルート経由で送信されたトラフィックは、直接 FEP から Expressway に送信される
か、ディレクタ経由で FEP から Expressway に送信されます。
 Lync 環境の前に、Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサがある場合、ビデオ ネットワークとの間
のコールはディレクタを経由します。FEP との間で直接ルーティングはされません。
• Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼する必要があります。
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•

Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン
（vc.ciscotp.com）をルーティングする必要があります。
• Lync の設定によって、FEP は SIP トラフィックを直接 Expressway にルーティングすることも、ディレクタ
プールによってトラフィックをルーティングすることもあります。
 Lync 環境の前に、単一の Lync ディレクタがある場合、ビデオ ネットワークとの間のコールはディレクタを経由
します。FEP との間で直接ルーティングはされません。
• Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼する必要があります。
• Lync ディレクタは、「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン
（vc.ciscotp.com）をルーティングする必要があります。
• Lync の設定によって、FEP は SIP トラフィックを直接 Expressway にルーティングすることも、ディレクタ
プールによってトラフィックをルーティングすることもあります。
 Lync 環境に Lync ディレクタがなく、フロントエンド プロセッサ プールの前にハードウェア ロード バランサがあ
る場合は、次のように（各 FEP ではなく）プールを設定します。
• FEP プールは「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼する必要があります。
• すべての FEP のプールは「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン
（vc.ciscotp.com）をルーティングする必要があります。
プール内のすべての FEP に同じ設定が適用されるように、プールを設定する必要があります。
 Lync が単一 FEP の場合、この FEP は次のように設定する必要があります。
• 単一 FEP は「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼する必要があります。
• 単一 FEP は「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタの FQDN にビデオ ネットワーク ドメイン
（vc.ciscotp.com）をルーティングする必要があります。
個別の Expressway ピア（「クラスタ」の 1 つであっても）ではなく、Expressway クラスタの FQDN
（lyncexp.ciscotp.com など）の使用を推奨します。信頼できるアプリケーション プール（クラスタの FQDN）を設
定する場合、Lync サーバの既存の検索ルール、スタティック ルートまたは信頼できるアプリケーションを削除す
ることなく、後からアプリケーション プールにピア FQDN（Expressway ピア）をいつでも追加できます。
「Lync ゲートウェイ」Expressway は、次のように設定されている必要があります。


Lync 環境の前に、Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサがある場合、Lync へのコールをハード
ウェア ロード バランサにルーティングし、いずれかの Lync ディレクタからコールを受信するように B2BUA
が設定されている必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとしてハードウェア ロード バランサを指
定する必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、両方の Lync ディレクタ（および、トラフィックを直接 B2BUA に送信するす
べての FEP）のアドレスが信頼できるホストとして含まれている必要があります
• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットにします。
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Lync 環境の前に、Lync ディレクタまたはディレクタのプールがある場合、Lync へのコールを Lync ディレクタ
にルーティングし、Lync ディレクタからコールを受信するように B2BUA が設定されている必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとして Lync ディレクタ（プール）を指定す
る必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、個別の Lync ディレクタ（および、トラフィックを直接 B2BUA に送信するす
べての FEP）のアドレスが信頼されるホストとして含まれている必要があります
• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットにします。
 Lync 環境に Lync ディレクタがなく、フロントエンド プロセッサの前にハードウェア ロード バランサがある場合、
Lync へのコールをハードウェア ロード バランサにルーティングし、任意の FEP からコールを受信するように
B2BUA が設定されている必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとしてハードウェア ロード バランサを指
定する必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、すべての Lync FEP のアドレスが信頼できるホストとして含まれている必
要があります。
• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットにします。
 Lync が単一 FEP の場合、Lync へのコールを単一の FEP に直接ルーティングし、その FEP からコールを受
信するように B2BUA が設定されている必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA は、Lync シグナリングの宛先アドレスとして FEP を指定する必要があります。
• 「Lync ゲートウェイ」B2BUA に、FEP のアドレスが信頼されるホストとして含まれている必要があります。
• コールを Lync にルーティングする検索ルールは、B2BUA ネイバー ゾーンをターゲットにします。


Expressway と Lync の相互運用を設定する前の前提条件
ビデオ ネットワークと Lync 環境を相互運用するように設定する前に、次のことを確認してください。









「Lync ゲートウェイ」Expressway（クラスタピア）は X8.1 コード（または、X8.1 以降）を実行している。
「Lync ゲートウェイ」Expressway（クラスタピア）にリッチ メディア セッションのオプション キーが適用されている。
Lync のバージョンは、Lync 2010 または Lync 2013 である。
Lync が設定され、動作可能で、ユーザ管理のために Active Directory からアクセスできること。
すべての Lync サーバの FQDN は、使用するように「Lync ゲートウェイ」Expressway が設定された DNS
サーバ経由で解決可能である（これは、Lync で使用されている DNS サーバである必要があります）。
各「Lync ゲートウェイ」Expressway の FQDN、および、クラスタ化されている場合は、「Lync ゲートウェイ」クラ
スタの FQDN は、DNS（ラウンドロビン A レコードを使用）によって解決できる必要があります。
すべての Lync ディレクタおよび Lync FEP 上で、フロントエンド サーバの検証でエラーがないこと。Lync
Resource Toolkit に含まれる Topology Validation Tool を使用します。
TLS を使用する場合（推奨）、DNS サーバがリバース DNS ルックアップをサポートすること（多くの場合、
PTR レコードを使用してサポートされます）。
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Lync Server に登録されている Lync クライアント間の
コールが予想どおりに動作しているかどうかのチェック
ここで説明する設定はすでに完了し、動作可能である必要があります。

Unified CM 設定
Lync に登録されているエンドポイントから Lync Server に登録されている別のエンドポイントへのコールを行うた
めに、Unified CM で行う必要がある設定はありません。

Lync に対するユーザの有効化
デフォルトでは、Active Directory ユーザは Lync で有効ではありません。Lync をサポートする必要があるユー
ザが、そのように有効化されていることを確認し、有効化されていなければ有効化します。これはいずれも、
Lync Server コントロール パネル、または Windows PowerShell コマンドを使用して実行できます（たとえば、
Lync 2010 を使用）。
1.
2.

Lync Server コントロール パネルを起動（[スタート（Start）] メニューから [Lync Server コントロール パネル
（Lync Server Control Panel）] を選択するか、デスクトップ アイコンがあれば、それをクリックします）。
Lync Server コントロール パネルで [ユーザー（Users）] メニューを選択します。通信サーバに対して有効化さ
れているユーザが表示されます。

新しいユーザを追加するには、次の手順を実行します
1.

[ユーザを有効化（Enable users）] を選択し、[追加（Add）] をクリックします。
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2.

ユーザを検索して、選択します（この例では、David Jones）
注：検索するユーザは、Active Directory で定義済みでなければなりません。

3.
4.
5.

通信サーバ プールを選択して、ユーザに割り当てます。
優先方式に [ユーザーの SIP URI を生成（Generate user’s SIP URI）] を選択します。
ユーザの [テレフォニー（Telephony）] タイプを選択します。
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これは、コマンド「enable-csuser」を使用した CSPS による単一のコマンドで実行できます。
次に例を示します。
enable-csuser -identity "ciscotp\david.jones" -registrarpool
"feppool.ciscotp.com" -sipaddress sip:david.jones@ciscotp.com

Lync Server への Lync クライアントの登録
Lync クライアントの設定
1.

Lync クライアントをインストールして起動します。
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2.
3.
4.

5.

[サインイン（Sign in）] 画面で、 アイコンをクリックするか、アイコンの横にあるメニューの矢印を選択し、
[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。
[個人（Personal）] を選択します。
必要に応じて [サインイン アドレス（Sign-in address）] を設定します。
これは、次の手順で設定される Lync ユーザの SIP URI（david.jones@ciscotp.com など）です。

[詳細設定（Advanced）] をクリックします。
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

実稼働環境で、[自動設定（Automatic Configuration）] が選択されていることを確認します。
これが機能していない場合は、[手動設定（Manual configuration）] を選択して、内部サーバ名または IP アド
レスを [Lync Server の FQDN（FQDN of the Lync Server）] に設定します。
[OK] をクリックして [Lync - オプション（Lync - Options）] パネルに戻ります。
[OK] をクリックして、[Lync クライアント（Lync client）] に戻ります。
[サインイン（Sign In）] をクリックします。
ユーザ名とパスワードを入力します。
これはユーザの Active Directory 名およびパスワードです。ユーザ名はサイン イン アドレスと同じである場合と、
異なる場合があります。ネットワークの設定方法に応じて、[ユーザ名（User name）] は、<user>@<domain>
ではなく、<domain>\<user> の形式にする必要があります。たとえば、david.jones@ciscotp.com ではなく、
ciscotp\david.jones となります。

[サインイン（Sign In）] をクリックします。
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設定のテスト
Lync エンドポイント間でビデオ通話を行うには、次の手順を実行します。
1.
2.
3.

通話相手をダブルクリックします。
[ビデオ通話の開始（Start a Video Call）] をクリックします。
受信側 Lync クライアントでコールに応答します。
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Lync に登録されたクライアントへのコールのためにビデ
オ ネットワークに登録されたエンドポイントを有効化
これは、次の 4 段階で設定されます。
1.
2.
3.
4.

ビデオネットワーク：Unified CM の設定
「Lync ゲートウェイ」Expressway の設定（パート 1）
Lync Server の設定
「Lync ゲートウェイ」Expressway の設定（パート 2）

ビデオネットワーク：Unified CM の設定
前提条件
Unified CM に基本設定が含まれており、少なくとも次の項目がすでに設定されていることを確認します。
[システム（System）] > [サーバ（Server）]
[システム（System）] > [Cisco Unified CM]
[システム（System）] > [Cisco Unified CM グループ（Cisco Unified CM Group）]
[システム（System）] > [日時グループ（Date/Time Group）]
[システム（System）] > [プレゼンス グループ（Presence Group）]
[システム（System）] > [リージョン情報（Region Information）]
[システム（System）] > [デバイス プール（Device Pool）]
[システム（System）] > [DHCP]
[システム（System）] > [ロケーション（Location）]
[システム（System）] > [物理ロケーション（Physical location）]
[システム（System）] > [エンタープライズ パラメータ（Enterprise parameters）]
[システム（System）] > [ライセンス（Licensing）]














Expressway 用の SIP プロファイルを設定
「Cisco VCS 用の標準 SIP プロファイル」がすでに存在するため、バージョン 9.x を使用する場合は、このステッ
プをスキップできることに注意してください（Cisco VCS プロファイルは Expressway とともに使用できます）。
1.
2.

Unified CM で、[デバイス（Device）] > [デバイスの設定（Device Settings）] > [SIP プロファイル（SIP Profile）]
に移動します。
[標準 SIP プロファイル（Standard SIP Profile）] に対して [コピー（Copy）] をクリックします。
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3.

次のようにフィールドを設定します（他のフィールドはデフォルト値のままにします）

名前（Name）

デフォルト MTP テレフォニー イベント ペイロード タイプ
（Default MTP Telephony Event Payload Type）
アプリケーションによるリダイレクト（Redirect by Application）
SIP 要求で完全修飾ドメインを使用（Use Fully Qualified
Domain in SIP Requests）
BFCP を使用するプレゼンテーション共有を許可（Allow
Presentation Sharing using BFCP）
インバイトのタイムアウト値（Timer Invite Expires）
レジスタの再送間隔の調整値（Timer Register Delta）
レジスタのタイムアウト値（Timer Register Expires）
タイマー T1（Timer T1）
タイマー T2（Timer T2）
インバイトの再試行値（Retry INVITE）
非インバイトの再試行値（Retry non-INVITE）
開始メディアポート（Start Media Port）
終了メディア ポート（Stop Media Port）
コール ピックアップ URI（Call Pickup URI）
コール ピックアップ グループ別 URI（Call Pickup Group
Other URI）
コール ピックアップ グループ URI（Call Pickup Group URI）
ミート ミー サービス URI（Meet Me Service URI）
キープ アライブのタイムアウト値（Timer Keep Alive Expires）
サブスクライブのタイムアウト値（Timer Subscribe Expires）
サブスクライブの再送間隔の調整値（Timer Subscribe Delta）
最大リダイレクト（Maximum Redirections）
オフフックから最初の数字タイマー（Off Hook To First Digit
Timer）
コール転送 URI（Call Forward URI）
短縮ダイヤル URI（Abbreviated Dial URI）
着信要求を新規トランクへと再ルーティングする基準
（Reroute Incoming Request to new Trunk based on）
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「Cisco VCS 用の標準 SIP プロファイル」（他の Unified CM
バージョンとの一貫性を保つために、プロファイルに「Cisco
VCS 用の」という名前を付けます）
101
チェックボックスをオンにする
チェックボックスをオンにする
チェックボックスをオンにする（Unified CM 8.6.1 以降）
180
5
3600
500
デフォルトのままにする（通常 4000 または 5000）
6
10
16384
32766
x-cisco-serviceuri-pickup
x-cisco-serviceuri-opickup
x-cisco-serviceuri-gpickup
x-cisco-serviceuri-meetme
120
120
5
70
15000
x-cisco-serviceuri-cfwdall
x-cisco-serviceuri-abbrdial
なし（Never）
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4.

[保存（Save）] をクリックします。
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ビデオ コールに適切なセッション ビット レートを使用してリージョンを設定
リージョンにビデオ コールに適切なセッション ビット レートが設定されていることを次の手順で確認します。
1.
2.
3.
4.

[システム（System）] > [リージョン情報（Region Information）] > [リージョン（Region）] に移動します。
リージョンを選択します（たとえば、[デフォルト（Default）] リージョン）。
システムに適した上限に、[ビデオコールの最大セッション ビット レート（Maximum Session Bit Rate for
Video Calls）] を設定します（6000 kbps など）。
[保存（Save）] をクリックして、[設定を適用（Apply Config）] をクリックします。
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SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定
バージョン 8.6.x
1.
2.
3.

4.

[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）] を選択します。
[新規追加（Add New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。

名前（Name）

非セキュア SIP トランク セキュリティ プロファイル

デバイス セキュリティ モード（Device Security Mode）

非セキュア（Non Secure）

着信転送タイプ（Incoming Transport Type）

TCP+UDP

発信転送タイプ（Outgoing Transport Type）

TCP

着信ポート（Incoming Port）

5060

Unsolicited NOTIFY の許可（Accept unsolicited notification）

チェックボックスをオンにする

Replaces ヘッダーの許可（Accept replaces header）

チェックボックスをオンにする

[保存（Save）] をクリックします。

バージョン 9.x
バージョン 9.x では、非セキュア SIP トランク プロファイルはすでに存在しますが、変更する必要があります。
1.
2.
3.

4.

Unified CM で、[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）] に移動します。
[非セキュアな SIP トランク プロファイル（Non Secure SIP Trunk Profile）] を選択します。
次のようにフィールドを変更します。
Unsolicited NOTIFY の許可（Accept unsolicited notification）

チェックボックスをオンにする

Replaces ヘッダーの許可（Accept replaces header）

チェックボックスをオンにする

[保存（Save）] をクリックします。
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SIP トランク デバイスを設定
1.
2.
3.

Unified CM で、[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] に移動します。
[新規追加（Add New）] をクリックします。
[トランク タイプ（Trunk Type）] に [SIP トランク（SIP Trunk）] を選択します。
• [デバイス プロトコル（Device Protocol）] に [SIP] が表示されます。
• [トランク サービス タイプ（Trunk Service Type）] の指定を求められた場合、[なし（デフォルト）（None
（Default））] を選択します。
4. [次へ（Next）] をクリックします。
5. [デバイス情報（Device Information）] フィールドを次のように設定します。
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デバイス名（Device Name）

必要に応じて、Expressway_system など

デバイス プール（Device Pool）

（[システム（System）] > [デバイス プール（Device Pool）] で設定したとおり）

コールの分類（Call Classification）

オンネット（OnNet）

参照先（Location）

（[システム（System）] > [ロケーション（Location）] で設定したとおり）

パケット キャプチャ モード（Packet
Capture Mode）
メディア ターミネーション ポイントが必須
（Media Termination Point Required）

なし
Unified CM に登録された任意のビデオ電話機が、Expressway 経由でルーティ
ングされたエンドポイントとの間でのビデオ通話を発信または着信する場合、このチ
ェックボックスをオフにします。
音声デバイスのみが Unified CM に登録されている場合、このチェックボックスを
オンにします。

6.

SRTP を許可（SRTP Allowed）

チェックボックスをオンにする

すべてのアクティブな Unified CM ノー
ドで実行（Run On All Active Unified
CM Nodes）

チェックボックスをオンにする

[コール ルーティング情報（Call Routing Information）] > [インバウンド コール（Inbound Calls）] フィールドを
次のように設定します。
有意な数字（Significant digits）

すべて（All）

接続側回線 ID の表示（Connected Line ID
Presentation）
接続先名の表示（Connected Name Presentation）

デフォルト（Default）

コーリング サーチ スペース（Calling Search Space）

（[コール ルーティング（Call Routing）] > [コントロールのクラス
（Class of Control）] > [コーリング検索スペース（Calling Search
Space）] で設定したとおり）

プレフィックス DN（Prefix DN）

<空白>

デフォルト（Default）

Diversion ヘッダー配信のリダイレクト - インバウンド
チェックボックスをオンにする
（Redirecting Diversion Header Delivery - Inbound）
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7.

8.

[コール ルーティング情報（Call Routing Information）] > [アウトバウンド コール（Outbound Calls）] フィールド
を次のように設定します。
発呼者の選択（Calling Party Selection）

発信元（Originator）

発呼者回線 ID の表示（Calling Line ID Presentation）

デフォルト（Default）

発呼者名の表示（Calling Name Presentation）

デフォルト（Default）

発信者 ID DN（Caller ID DN）

<空白>

発信者名（Caller Name）

<空白>

[SIP 情報（SIP Information）] フィールドを次のように設定します。
接続先アドレスは SRV
（Destination address
is an SRV）

接続先アドレスに対してドメインが指定されている場合、このチェックボックスをオンにしま
す。そうすることで、DNS サーバは DNS SRV レコードを使用して、ドメインを Epressway
のクラスタに転送します。
IP アドレスが [接続先アドレス（Destination address）] として指定されている場合は、
このチェックボックスをオンにしないでください。

接続先アドレス
（Destination address）

<FQDN of Expressway / Expressway cluster>。または、<IP address of Expressway>
を入力できます。SRV レコードを使用しておらず、複数のピアを指定する必要がない場合、
さらに [接続先アドレス（Destination address）] 行を追加するために
をクリックします。

接続先ポート
（Destination port）
プレゼンス グループ
（Presence Group）

5060（SRV レコードを使用する場合は、ゼロが表示されます）

SIP トランク セキュリティ
プロファイル（SIP Trunk
Security Profile）
SIP プロファイル（SIP Profile）

非セキュア SIP トランク セキュリティ プロファイル

DTMF シグナリング方式
（DTMF Signaling Method）
正規化スクリプト
（Normalization Script）

RFC 2833

標準プレゼンス グループ（または [システム（System）] > [プレゼンス グループ（Presence
Group）] で設定されたプレゼンス グループのいずれか）

Cisco VCS 用の標準 SIP プロファイル

VCS 相互運用（利用可能な場合は、VCS 相互運用スクリプトは Expressway とともに使
用できます）
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9.
10.
11.

[保存（Save）] をクリックします。
[リセット（Reset）] をクリックします。
[リセット（Reset）] をクリックします。
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クラスタ全体のドメインのエンタープライズ パラメータを設定
<address>@domain 形式のアドレスへのコールを受信できるように、Unified CM を、[クラスタの完全修飾ドメイ
ン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] で設定する必要があります。（これは、Unified CM がクラスタ化
されるときも必要とされ、それにより、Expressway が任意の Unified CM ノードにコールを送信できるようになり
ます。）
1.

[システム（System）] > [エンタープライズ パラメータ（Enterprise parameters）] に移動し、[クラスタ全体のドメ
イン設定（Clusterwide Domain Configuration）] セクションを見つけます。
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2.

3.

4.

[組織のトップ レベル ドメイン（Organization Top Level Domain）] をビデオネットワークと同じドメイン
（vc.ciscotp.com など）に設定します。
これは、発信側の正しいドメインが着信側に表示されることを保障します。
[クラスタの完全修飾ドメイン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] を、vc.ciscotp.com などのビデオ
ネットワークと同じドメインに設定します。
このパラメータに、このクラスタの 1 つまたは複数の完全修飾ドメイン名（FQDN）を定義します。複数の
FQDN はスペースで区切る必要があります。ホスト部分がこのパラメータの FQDN と一致する URL を含む
要求（たとえば、SIP コール）は、このクラスタまたはこのクラスタに接続されたデバイスあるいはその両方に
対する要求として認識されます。
[保存（Save）] をクリックします。

Cisco の電話機から Expressway のドメインへ電話をかけることを許可
たとえば、ドメイン「vc.ciscotp.com」が Expressway SIP トランクへ送信されるために必要な情報などを、Unified
CM に提供する SIP ルート パターンを設定します。この設定は、ドメインを含む SIP URI をサポートするエンドポ
イントからのダイヤルを許可し、一定のシグナリングに対する Expressway へのリバース パスを有効にするため
にも必要です。
1.
2.
3.

4.

Unified CM で [コール ルーティング（Call Routing）] > [SIP ルートパターン（SIP Route Pattern）] に移動します。
[新規追加（Add New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。
パターンの使い方（Pattern Usage）
IPv4 パターン（IPv4 Pattern）

ドメイン ルーティング（Domain Routing）

ルート パターン（Route Pattern）

デフォルトは [< なし >（< None >）]（ダイヤル プラン制限に応じて設定）

SIP トランク（SIP Trunk）

Unified CM にコールをルーティングするために必要なトランク

コール用ドメイン（ciscotp.com など）

[保存（Save）] をクリックします。
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<name>@ciscotp.com に Unified CM に登録されたエンドポイントがダイヤルする場合、<name>@<FQDN of
Expressway>:5060（TCP）または <name>@<FQDN of Expressway>:5061（TLS）として、Unified CM が
Expressway へのコールをルーティングします。（ドメインは、SIP トランクの [接続先アドレス（Destination
Address）] として何が設定されるかによって、代替的に Expressway の IP アドレスになる場合があります。）

Unified CM のメッセージ サイズの制限を確認
ビデオ用の SIP メッセージは、音声コール用の SIP メッセージより非常に大きく、特に、Cisco TelePresence
サーバがビデオネットワークで使用されるときに非常に大きくなります。
Unified CM での [SIP 最大受信メッセージのサイズ（SIP Max Incoming Message Size）] が 11000 に設定さ
れていることを、次の手順で確認します。
1.
2.
3.
4.
5.

[システム（System）] > [サービス パラメータ（Service Parameters）] に移動します。
該当するサーバを選択します。
サービスとして [Cisco CallManager（アクティブ）（Cisco CallManager（Active））] を選択します。
[詳細設定（Advanced）] を選択します。
[クラスタワイド パラメータ（デバイス - SIP）（Clusterwide Parameters（Device – SIP））] で、次のようにフィー
ルドを設定します。
SIP 最大着信メッセージ サイズ（SIP Max Incoming Message Size
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6.

[保存（Save）] をクリックします。

「Lync ゲートウェイ」Expressway の設定（パート 1）
これは次の手順で実行します。
1.
2.
3.
4.
5.

Lync を用いて TLS 接続用に Expressway へ CA 証明書およびサーバ証明書をロードします。
DNS を設定します。
クラスタ名が設定されていることを確認します。
NTP サーバを設定します。
TLS が SIP 設定で有効になっていることを確認します。

Expressway と Lync 間では TLS 接続を使用することを推奨します。（TCP は HLB および/または Lync ディレ
クタを含む Lync 設定で機能しない場合があり、その場合に TCP を使用すると暗号化が使用できなくなります）。
「Lync ゲートウェイ」がクラスタの場合、このマニュアルに各ピアで設定が必要と記載されている場合を除いて、
クラスタにマスタ「Lync ゲートウェイ」Expressway を設定し、設定が他のピアに自動的に複製できるようにします。
「Lync ゲートウェイ」が単一の Expressway の場合、その「Lync ゲートウェイ」Expressway で設定を行います。

「Lync ゲートウェイ」Expressway：CA 証明書とサーバ証明書をロード（Lync へ TLS
を使用する場合）
Expressway で CA 証明書、サーバ証明書と秘密キーを取得してロードします。TLS 相互認証のため、サーバ
証明書をクライアント証明書としても使用できるようにする必要があることに注意してください。
各「Lync ゲートウェイ」Expressway に対する証明書を作成する必要があります。証明書では、次の項目が指定
されている必要があります。
 件名：Expressway ピアの FQDN（exp01.ciscotp.com など）
サブジェクト名がクラスタの一部の場合は、次を指定します。
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サブジェクトの別名：Expressway クラスタの FQDN および Expressway ピアのルーティング可能な FQDN
（lyncvcs.ciscotp.com, vcs01.ciscotp.com など）のカンマによって区切られたリスト



また、TLS を使用するように Expressway と Unified CM 間の SIP トランクを設定できます。機能する TCP トランク
を最初に設定し、TLS に変換することを推奨します。この設定および Expressway と Unified CM での管理証明書
のすべての手順については、「TLS を使用した Expressway の Unified CM への接続[p.58]」に記載されています。

「Lync ゲートウェイ」Expressway：DNS およびローカル ホスト名を設定
DNS サーバの詳細の設定
「Lync ゲートウェイ」Expressway は、Lync サーバと同じ DNS サーバを使用するように設定する必要があります。
Lync Server を実行しているマシンで、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

Windows の [スタート（Start）] メニューで、[ファイル名を指定して実行（Run）] を選択します。
[名前（Open）] フィールドに cmd と入力し、[OK] をクリックします。コマンド ウィンドウが開きます。
cmd.exe ウィンドウで、次のように入力します。
ipconfig/all
DNS サーバをメモします。

注：DNS サーバの IP アドレスが 127.0.0.1 であるということは、Lync Server が同じハードウェア上の DNS サ
ーバを使用していることを意味します。Expressway では、127.0.0.1 と入力する代わりに、Lync Server プラット
フォームの IP アドレスを使用します。
各「Lync ゲートウェイ」Expressway ピアで、次の手順を実行します。
1.
2.

[システム（System）] > [DNS] に移動します。
Lync Server が使用する DNS サーバが、Expressway に必要なすべての DNS ルックアップを提供できる場
合は、次の手順を実行します。
a. 前にメモしておいた DNS サーバの IP アドレスを、[デフォルト DNS サーバ アドレス 1（Default DNS
Server Address 1）] に設定します。
b. Lync Server に 2 つ以上の DNS サーバが定義されている場合は、追加のサーバの IP アドレスを用いて
追加のデフォルト DNS サーバのフィールド（[アドレス 2（Address 2）]、[アドレス 3（Address 3）] など）を設
定します。
3. Expressway が、通常のコールに他の DNS サーバを使用し、Lync アクセスには Lync DNS サーバだけを使
用する必要がある場合は、次の手順を実行します。
[デフォルト DNS サーバ（Default DNS servers）] を Lync が関連していない通常の DNS 動作に使用される
サーバに設定し、[ドメインごとの DNS サーバ（Per-domain DNS servers）] セクションを次のように設定します。
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アドレス 1（Address 1）
ドメイン名（Domain names）
アドレス 2 ～ 5（Adress 2 ～ 5）
[ドメイン名 2（Domain names 2）] ～
[ドメイン名 5（Domain names 5）]

4.

5.

Lync Server で使用される DNS サーバの IP アドレス
Lync と共有されるドメイン
これらのフィールドは、Lync Server が 2 つ以上の DNS サーバを使用する場合の
み使用します
これらのフィールドは、Lync Server が 2 つ以上の DNS サーバを使用する場合の
み使用します。Lync と共有されるドメインを使用して設定します

Lync のフロント エンド プロセッサの IP アドレスを含めるように、次の使用可能なドメインごとの DNS サーバ
アドレスを設定し、関連のドメイン名として Lync ドメイン（ciscotp.com など）を指定します。
（この設定は、ネットワークのセットアップに必要です：Lync は頻繁にコンタクト ヘッダー内にホスト名を組み
込み、場合によっては、Windows ドメインの外側で解決できない場合があります）。
[保存（Save）] をクリックします。

ローカル ホスト名および DNS ドメインが設定されていることの確認
各「Lync ゲートウェイ」Expressway ピアで、一意のローカル ホスト名が設定され、DNS のドメイン名が設定され
ていることを確認します。
1.

[システム（System）] > [DNS] に移動し、次の項目を設定します。
a. [ローカル ホスト名（Local host name）] に、この Expressway の一意のホスト名を設定します。
b. [ドメイン名（Domain name）] に、この Expressway のドメイン名を設定します。
2. [保存（Save）] をクリックします。
次の点に注意してください。



DNS の ドメイン名と結合するローカル ホスト名は、この Expressway のルーティング可能な FQDN です。
これらの項目が設定されず、Lync Server と Expressway 間の接続が TLS の場合は、ネイバー ゾーンがアク
ティブになって Expressway が Lync Server にメッセージを送信できますが、Expressway に返すための TLS
接続を Lync Server が開かないため、Lync から Expressway にコールが送信されず、その他にも予期せぬ
動作が発生します。

「Lync ゲートウェイ」Expressway：クラスタ名が設定されていることを確認します。
Lync は、「Lync ゲートウェイ」Expressway がクラスタの一部であるかどうかに関係なく、「Lync ゲートウェイ」
Expressway のクラスタ名/FQDN（lyncexp.ciscotp.com など）を使用するスタティック ルートによって設定されます。
各「Lync ゲートウェイ」Expressway ピアで、クラスタ名（[システム（System）] > [クラスタリング（Clastering）]）
が同じであり、クラスタの FQDN となるように設定されていることを確認します。クラスタの作成時に、このクラス
タ名が設定されている必要があることに注意してください：『Expressway Cluster Creation and Maintenance
Deployment Guide（Expressway クラスタ作成およびメンテナンス導入ガイド）』を参照してください。クラスタ名を
変更する必要がある場合は、そのマニュアルの手順に従ってください。
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「Lync ゲートウェイ」Expressway：NTP サーバの設定
各「Lync ゲートウェイ」Expressway ピアで、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

[システム（System）] > [時間（Time）] に移動します。
[NTP サーバ 1（NTP server 1）] に NTP サーバの IP アドレスを設定します。
[NTP サーバ 2（NTP server 2）] に追加の NTP サーバの IP アドレスを設定します（任意）。
Expressway の場所に応じて [タイムゾーン（Time zone）] を設定します。

Windows サーバ（Lync Server）が使用しているタイム ゾーンを確認するには、Windows のコマンドラインで
「net time /querysntp」と入力します。

「Lync ゲートウェイ」Expressway：TLS が SIP 設定で有効になっていることを確認し
ます。
1.
2.

[設定（Configuration）] > [プロトコル（Protocols）] > [SIP] に移動します。.
[TLS モード（TLS mode）] が [オン（On）] になっていることを確認します。

Lync Server の設定
設定は、Lync Server インストールのアーキテクチャによって異なります。
Lync ディレクタを使用している場合は、「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼し、トラフィックを Expressway
にルーティングするように Lync ディレクタ（プール）を設定します。ビデオ ドメインへのコールを受信する他の
FEP は、それらのコールをルーティングする方法を知らない場合があり（Lync SIP ルーティング設定に依存）、
ルーティングのためにそれらのコールをディレクタ プールに渡す場合があります。
FEP プールのセットの前にハードウェア ロード バランサが存在する場合には、各 FEP プールを設定します。
単一の FEP の場合には、それを設定します。






「Lync ゲートウェイ」Expressway が Lync サーバと通信できるようにするには、次の手順を実行します。
1.

2.
3.

「Lync ゲートウェイ」Expressway と Lync サーバ（推奨）間の TLS（暗号化シグナリング）接続のために、
TLS を Lync サーバで許可する必要があります。
TCP 接続（推奨されない）のために、TCP を Lync サーバで許可する必要があります。
「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼するように Lync サーバを設定します。
Lync Server のメディア暗号化機能を設定します。
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「Lync ゲートウェイ」Expressway を信頼する
Lync の信頼は、単一の「Lync ゲートウェイ」Expressway または複数の Expressway（たとえば「Lync ゲート
ウェイ」Expressway のクラスタを使用する場合）に対して設定できます。
Lync サーバ（たとえば、Lync 2010 を使用）で、次の手順を実行します。
1.
2.

[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > [Lync Server
管理シェル（Lync Server Management Shell）] を選択します。
1 つまたは複数の「Lync ゲートウェイ」Expressway を Lync Server の信頼できるアプリケーションとして設定
します（Expressway は、Lync Server によってアプリケーションと見なされます）。
「New-CsTrustedApplicationPool」コマンドと次のパラメータを使用します。
-Identity：「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタの FQDN を指定します。この名前は、Expressway
サーバ証明書で指定された通常名/サブジェクト代替名（lyncexp.ciscotp.com など）に一致する必要があります。
-ComputerFqdn：「Lync ゲートウェイ」Expressway ピアの FQDN（exp01.ciscotp.com など）を指定します
（クラスタを実行している場合は、マスタ Expressway FQDN を指定します）。この名前は、Expressway
のサーバ証明書で指定された通常名に一致する必要があります。
-Registrar：Lync プールに対するレジストラの FQDN を指定します
-Site：このアプリケーション プールがホームとする siteID を指定します
注：「Get-CsSite」コマンドでは、サイト（SiteID）および関連するプールの全リストを取得できます。
-RequiresReplication：プール間で、この信頼できるアプリケーションの複製を禁止するように指定します
（$false にする必要があります）
-ThrottleAsServer：信頼できるデバイスがサーバであり、クライアントではないことがわかっているため、
メッセージのスロットリングを軽減します（$true にする必要があります）
-TreatAsAuthenticated：このアプリケーションは、デフォルトで認証されていることを指定します（$true
にする必要があります）
次に例を示します。
C:\Users\administrator.CISCOTP>New-CsTrustedApplicationPool -Identity
lyncexp.ciscotp.com -ComputerFqdn exp01.ciscotp.com -Registrar feppool.ciscotp.com site 1 -RequiresReplication $false -ThrottleAsServer $true -TreatAsAuthenticated
$true

3.

（TCP のみ導入の場合）次の手順で、トポロジ ビルダーを使用し、信頼できるサーバとして「Lync ゲートウェ
イ」Expressway の IP アドレスを設定します。
a. [開始（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > [トポロジ ビルダー
（Topology Builder）] を選択します。
b. [Lync サーバ 2010（Lync Server 2010）] > [信頼できる アプリケーション サーバ（Trusted Application
Servers）] で [Expressway のホスト（Expressway host）] を右クリックして、[プロパティを編集（Edit
Properties）] を選択します。
c. [一般（General）] タブで、[選択された IP アドレスへのサービスの利用状況を制限（Limit service usage to
selected IP addresses）] を選択し、Expressway の プライマリ IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
d. トポロジを発行します（トポロジ変更が適用されたことを確認するために Lync フロントエンド サービスを再
起動する必要があります）。
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4.

「Lync ゲートウェイ」Expressway のクラスタを使用している場合、次のパラメータとともに「NewCsTrustedApplicationComputer」コマンドを使用して、コンピュータとして追加クラスタ ピアのメンバー
を信頼できるアプリケーション プールへ追加するためにシェルを使用します。
-Identity：追加されている Expressway クラスタ ピアの FQDN（exp02.ciscotp.com など）を指定します。
この名前は、Expressway のサーバ証明書で指定された通常名に一致する必要があります。
-Pool：この Expressway が追加されているアプリケーション プールの FQDN を指定します（前の手順の「Identity」で使用した FQDN と同じもの（lyncvcs.ciscotp.com など）です）。
次に例を示します。
C:\Users\Administrator.CISCOTP> New-CsTrustedApplicationComputer -Identity
exp02.ciscotp.com -Pool lyncexp.ciscotp.com

5.

アプリケーションを、特定のアプリケーション プールに割り当てます。
「New-CsTrustedApplication」コマンドと次のパラメータを使用します。
-ApplicationID：「Lync ゲートウェイ」Expressway アプリケーション用のラベルを指定します（Lync 内部
専用であり、DNS 名ではありません）
-TrustedApplicationPoolFQDN：「Lync ゲートウェイ」Expressway の FQDN（または、存在する場合
は「Lync ゲートウェイ」Expressway クラスタ名）を指定します。
-Port：ネイバーに使用するように TLS/TCP ポートを指定します。これには、Expressway 上の B2BUA 詳
細設定の [Lync コール通信のための B2BUA 上のポート（Port on B2BUA for Lync call communications）]
として設定されたポートを設定する必要があります（デフォルトは 65072）。
-enableTCP：TCP が選択された転送プロトコルである場合のみ、このパラメータを含める必要があります。
たとえば、TLS 用：
C:\Users\administrator.CISCOTP>New-CsTrustedApplication -ApplicationId
ExpresswayApplication1 -TrustedApplicationPoolFqdn lyncexp.ciscotp.com -Port 65072

たとえば、TCP 用：
C:\Users\administrator.CISCOTP>New-CsTrustedApplication -ApplicationId
ExpresswayApplication1 -TrustedApplicationPoolFqdn lyncexp.ciscotp.com -Port 65072 –
EnableTCP

6.

設定を適用します
「Enable-CsTopology」コマンドを使用します。
次に例を示します。
C:\Users\administrator.CISCOTP>Enable-CsTopology

Lync Server と統合されているすべての Expressway システムが、信頼できる正しいアプリケーション プールに
割り当てられていることを確認するには、LSCP（Lync Server コントロール パネル）で [トポロジ（Topology）] >
[ステータス（Status）] を選択します。
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信頼できるアプリケーション、およびそれが正しいアプリケーション プールに割り当てられていることを確認するに
は、LSCP（Lync Server コントロール パネル）で [トポロジ（Topology）] > [信頼済みアプリケーション（Trusted
Application）] メニューを選択します。

Lync Server メディア暗号化機能の設定
デフォルトでは、Lync Server にとって暗号化メディアの使用が必須です。ただし、Lync SRTP で使用されるヘッ
ダーは、ビデオ ネットワーク デバイスで使用されるものとは異なります。
「Lync ゲートウェイ」Expressway 上で Microsoft 相互運用性オプション キーが有効な場合は、Expressway
は、これらのヘッダーに対してオンザフライの変更を実行する機能を提供します。
Lync の暗号化機能の設定方法は、次によって異なります。




Lync と「Lync ゲートウェイ」Expressway の間の接続が TLS によるものか?
TLS 以外の場合は、暗号キーが渡されないため（セキュアな暗号化されたシグナリング リンクを介してのみ
送信できます）、Lync Server 上で暗号化を必須に設定できません。
「Lync ゲートウェイ」Expressway は、Microsoft 相互運用性オプション キーが有効になっていますか。
有効なオプションキーを備えていない場合は、Lync Server 上で暗号化を必須に設定できません。
すべてのビデオ エンドポイントが暗号化メディアをサポートしますか、また、コールの開始時に暗号化メディアを
提供しますか?
提供しない場合には、関連する Expressway を設定することで、そのエンドポイントのゾーン/サブゾーンの [メ
ディア暗号化ポリシー（Media encryption policy）] に [暗号化の強制（Force encrypted）] を設定できます。
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Lync が暗号化を処理する方法を設定するには、次のコマンドを使用します。
set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel <value>

ここで、<value> は RequireEncryption、SupportEncryption、DoNotSupportEncryption の 1 つです。
次に例を示します。
C:\Users\administrator.CISCOTP> set-CsMediaConfiguration -EncryptionLevel
supportencryption
次の点に注意してください。
このパラメータは、Lync クライアントに渡されて、その動作に影響を与える値です。この変更を Lync クライアン
ト上で有効にするには、ログアウトしてから、Lync クライアントにもう一度ログインします。
プール全体に渡ってパラメータが共有されるにはしばらく時間がかかるため（最大 1 時間）、場合によっては
Lync クライアントが再起動して新しい値を取得するまで、しばらく待つ必要があります。
Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされ、Expressway と Lync サーバ間の接続が TLS
である場合には、set-CsMediaConfiguration – EncryptionLevel RequireEncryption コマンドのデフォルト
設定を使用できます。ただし、Lync 上で RequireEncryption が設定されている場合は、すべてのビデオ
エンドポイントが暗号化をサポートするか、または関連するゾーンおよびサブゾーンに対する Expressway の
[メディア暗号化ポリシー（Media encryption policy）] に [暗号化の強制（Force encrypted）] が設定されてい
る必要があることに注意してください。その他の場合には、コールが失敗します。代わりに、SupportEncryption
の使用を検討してください。





「Lync ゲートウェイ」Expressway の設定（パート 2）
これは次の手順で実行します。
1.
2.
3.

「Lync ゲートウェイ」Expressway 上で B2BUA を設定します。
Lync に Lync ドメインへのコールをルーティングするための検索ルールを設定します。
必要に応じて、Lync でサポートされる（ビデオ ネットワークではサポートされない）他のドメインへのコールを
ルーティングするための検索ルールを Lync に設定します。

「Lync ゲートウェイ」Expressway 上に B2BUA を設定
B2BUA を設定する際に、設定する 2 つのフィールドは、Lync 環境にシグナリングを送信するための B2BUA の
宛先アドレスおよび宛先ポートです。入力する必要がある値は、Lync 環境の構造により異なります。
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Lync 環境

設定するシグナリングの宛先アドレスと
ポート

Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサが前段にある

ハードウェア ロード バランサ

Lync ディレクタまたはディレクタ プールが前段にある

Lync ディレクタ（プール）

Lync ディレクタは存在しないが、フロント エンド プロセッサの前にハードウェ
ア ロード バランサがある

ハードウェア ロード バランサ

単一の FEP

FEP

1.
2.

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [設定（Configuration）] に移動します。
フィールドを次のように設定します。
Microsoft Lync B2BUA
Lync シグナリング宛先アドレス（Lync signaling destination
address）
Lync シグナリング宛先ポート（Lync signaling destination
port）
Lync シグナリング トランスポート（Lync signaling transport）
FindMe ユーザをクライアントとして Lync で登録する（Register
FindMe users as clients on Lync）
この B2BUA に対してトランスコーダを有効化（Enable
transcoders for this B2BUA）
TURN サービスを提供（Offer TURN Services）
詳細設定（Advanced Settings）

3.

有効（Enabled）
dirpool.ciscotp.com など、上記で指定されたデバイスの
IP アドレスまたは FQDN
上記で指定したデバイスによって使用される IP ポート（通
常は 5061）
TLS
いいえ（No）

いいえ（No）
いいえ（No）
すべての詳細設定をデフォルト値のままにします

[保存（Save）] をクリックします。
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「B2BUA 経由で Microsoft Lync のサーバへ」ネイバー ゾーン
B2BUA が有効の場合、B2BUA 経由で Microsoft Lync のサーバへという非設定のネイバー ゾーンは、
次のように自動的に設定されます。
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Lync に Lync ドメインへルーティングするための検索ルールを設定します。
検索ルールは、Lync に転送する URI を指定するために使用されます（たとえば、宛先のドメインの一致、または
URI 内のいくつかの要素の一致）。
また、URI は、ネイバーに送信する前に、検索ルールを使用して URI を変換できます。たとえば、ドメインの追加
または変更、ユーザ ID プレフィックスの追加、削除、または変換、さらに user=phone など追加のタグを SIP
URI に追加することもできます（user=phone の詳細については、「Lync コールへの Expressway 用の TEL
URI ハンドリング[p.85]」を参照してください）。
このシナリオでは、ciscotp.com ドメインの項目が照合されます（そして、B2BUA で Lync に渡されます）。変換
は不要です。
1.
2.
3.

4.

[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。
[新規（New）] をクリックします。
検索ルールを設定し、.+@ciscotp.com.* の形式の URI へのすべてのコールが Lync に転送されるようにします。
ルール名（Rule name）

To Lync

プライオリティ（Priority）

100

ソース（Source）
モード（Mode）

任意（Any）
エイリアスのパターン マッチ（Alias pattern match）

パターン タイプ（Pattern type）
パターン文字列（Pattern string）

Regex
.+@ciscotp\.com.*

パターン動作（Pattern behavior）
正常に一致する場合（On successful
match）
転送先ゾーン（Target zone）

変更なし（Leave）
停止（Stop）
B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via
B2BUA）

[保存（Save）] をクリックします。
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注：[任意のエイリアス（Any alias）] の [モード（Mode）] は決して使用しないでください。可能な限り、Lync ドメイン
に一致するパターン文字列を常に使用することで、Lync が処理するコール、通知およびほかのメッセージだけが、
Microsoft Lync Server に送信されます。[任意のエイリアス（Any alias）] を選択した場合、Lync によってそのコー
ルまたはメッセージがサポートされているかどうかにかかわらず、すべてのコールとその他のメッセージが Lync
にルーティングされ（一致するより高い優先順位の検索ルールがない場合）、遅延を引き起こしたり、またはコー
ルが失敗したりする原因となることがあります。

Lync でサポートされる（ビデオ ネットワークではサポートされない）他のドメインへのコー
ルをルーティングするための検索ルールを Lync に設定
Lync が単一のドメインだけをサポートする場合、ここでは他の検索ルールは必要ではありません。Lync が他の
ドメインをサポートしており、ビデオ エンドポイントがこれらのデバイスにコールできるようにする必要がある場合
は、さらに 1 つまたは複数の検索ルールを追加できます。
1.
2.
3.

[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。
[新規（New）] をクリックします。
検索ルールを設定し、関連する URI へのすべてのコールが Lync に転送されるようにします。
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ルール名（Rule name）

xxxx To Lync

プライオリティ（Priority）

100

ソース（Source）
モード（Mode）

任意（Any）
エイリアスのパターン マッチ（Alias pattern match）
（[任意のエイリアス（any alias）] の [モード（mode）] は決して使用しないでください）

4.
5.

パターン タイプ（Pattern type）
パターン文字列（Pattern string）

Regex
.+@<relevant domain>.*

パターン動作（Pattern behavior）
正常に一致する場合（On successful
match）
転送先ゾーン（Target zone）

変更なし（Leave）
停止（Stop）
B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via
B2BUA）

[保存（Save）] をクリックします。
Lync でサポートされるすべてのドメイン（ビデオ ネットワークでは使用されない）で、この手順を繰り返します。

これで、ビデオ ネットワークで登録された SIP エンドポイントと Lync Server で登録された Lync クライアントとの
間でコールを発信できるようになります。

設定のテスト
ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントから、Lync Server に登録された Lync クライアントへのコールを
テストします。
たとえば、Unified CM に登録されたエンドポイントから david.jones@ciscotp.com または
alice.parkes@ciscotp.com へコールします。
Mac OS X 向け Lync が使用されているが、Cisco AM GW がインストールされていない場合、Mac 向け Lync
が標準ベースのエンドポイントによってサポートされるビデオ コーデックをサポートしていないため、コールは音
声コールのみになることに注意してください。

Microsoft Lync および Cisco Expressway 導入ガイド（X8.2）

ページ 47 / 87

ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントをコールするための、Lync Server に登録された Lync クライアントの有効化

ビデオ ネットワークに登録されたエンドポイントをコール
するための、Lync Server に登録された Lync クライア
ントの有効化
これは、次の 2 段階で設定されます。
1.
2.

「Lync ゲートウェイ」Expressway 設定（ビデオネットワークへの、B2BUA の信頼できるホスト、ネイバーゾー
ンおよび検索ルール）。
Lync サーバの設定（「Lync ゲートウェイ」Expressway への、ドメインのスタティック ルート）。

「Lync ゲートウェイ」Expressway の設定
これは次の手順で実行します。
1.
2.
3.
4.

「Lync ゲートウェイ」Expressway 上に B2BUA の信頼できるホストを設定します。
ビデオ ネットワークが含まれるネイバー ゾーンを用いて「Lync ゲートウェイ」Expressway を設定します。
ビデオ ネットワーク ドメインを用いてコールをビデオネットワークへルーティングするように 1 つまたは複数の
検索ルールを設定します。
URI からのポート情報を削除するためにトランスフォーメーションを作成。

「Lync ゲートウェイ」Expressway 上に B2BUA の信頼できるホストを設定
Expressway によって信頼される必要がある Lync デバイスは、Lync 環境の構造に依存します。
状況

信頼するもの

Lync 環境からスタティック ルートが作成される

「Lync ゲートウェイ」Expressway にトラフィック
を送信する Lync FEP
Lync 環境に、Lync ディレクタの前のハードウェア ロード バランサが前段 ハードウェア ロード バランサおよび Lync ディレ
にある
クタ
Lync 環境に、Lync ディレクタが前段にある
Lync ディレクタ
Lync 環境に Lync ディレクタは存在しないが、フロント エンド プロセッサの ハードウェア ロード バランサと Lync FEP
前にハードウェア ロード バランサがある
Lync FEP
Lync は単一の FEP
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1.
2.
3.

4.
5.

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [B2BUA の信頼できるホスト（B2BUA
trusted hosts）] に移動します。
[新規（New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。

名前（Name）

Lync デバイスを識別する名前

IP アドレス（IP Address）

デバイスの IP アドレス

タイプ（Type）

Lync デバイス（Lync device）

[保存（Save）] をクリックします。
信頼される必要があるすべての Lync デバイスが追加されるまで、これらの手順を繰り返します。

信頼できるホスト検証が、Expressway ビデオ ネットワークにインバウンドされる Lync によって開始されるコー
ルにのみ適用されることに注意してください。コールの開始が Expressway のビデオ ネットワークからのみの場
合は、信頼できるホストを設定する必要はありません。

ビデオ ネットワークを含むネイバーゾーンを使用して「Lync ゲートウェイ」Expressway
を設定
1.
2.
3.

[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。
[新規（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）。
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名前（Name）

CUCM ネイバー

タイプ（Type）
ホップ数（Hop count）

ネイバー（Neighbor）

H.323 モード（H.323 mode）

オフ（Off）（H.323 アクセスは Unified CM との通信には不要）

SIP モード（SIP mode）
SIP ポート（SIP port）

オン（On）

トランスポート（Transport）
メディア暗号化モード（Media
encryption mode）
SIP 認証信頼モード（SIP
authentication trust mode）
ピア 1 アドレス（Peer 1 address）

TCP
Auto

15

5060（Unified CM の SIP アクセス ポートが 5060 でない場合、SIP ポートの値を
Unified CM で使用するのと同じ値に変更）

オフ（Off）
Unified CM の IP アドレス、または Unified CM の FQDN。
最終的に TLS 接続を使用する場合、Unified CM によって提示される証明書を認証
するために使用される名前であるため、通常は、Unified CM の FQDN をここで指
定する必要があります。

ゾーン プロファイル（Zone profile）
これは、次のように Unified CM のバージョンにより異なります。
（[詳細設定（Advanced）] セクション） • 8.6.1 より前のバージョンでは、[Cisco Unified Communications Manager] を選
択します。
• 8.6.1 または 8.6.2 では、[Cisco Unified Communications Manager（8.6.1 以降）
（Cisco Unified Communications Manager (8.6.1 or later)）] を選択します。
• 9.x 以降では [カスタム（Custom）] を選択し、次の手順を実行します。
o [コール シグナリング ルーティング モード（Call signaling routed mode）] を
[常時（Always）] に設定します。
o すべての他のフィールドをデフォルト値のままにします。
Unified CM 8.6.1 以降が BFCP（デュアル ビデオ/プレゼンテーションの共有）に必
要であることに注意してください。

4.

ここでは、Unified CM との通信に TCP 経由で SIP を使用するように Expressway を設定します。TLS を使
用するには、ここで説明するように TCP 用の設定を完了してから、「TLS を使用して Expressway を Unified
CM に接続 [p.58]」を参照してください。
[ゾーンの作成（Create zone）] をクリックします。
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Unified CM ネイバー ゾーンへコールをルーティングするように検索ルールを作成
検索ルールで、このネイバー Unified CM によって処理されるように電話番号および URI の範囲が指定されま
す。ネイバーへの送信前に、URI をトランスフォームするために使用することもできます。
次の導入例では、この検索ルールは 3xxx@vc.ciscotp.com 形式のアドレスを用いて、Unified CM にコールを
ルーティングします。
1.
2.
3.

[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [検索ルール（Search rules）] に移動します。
[新規（New）] をクリックします。
コールを Unified CM にルーティングするように、次のようにフィールドを設定します。
ルール名（Rule name）

CUCM へのルート

説明（Description）

例：「3xxx@vcs.doman コールを CUCM に送信」

プライオリティ（Priority）

100

プロトコル（Protocol）
ソース（Source）
リクエストは認証される必要がある
（Request must be authenticated）
モード（Mode）

任意（Any）
任意（Any）

パターン タイプ（Pattern type）
パターン文字列（Pattern string）

Regex
（3\d{3}）@vc.ciscotp.com

パターン動作（Pattern behavior）

変更なし（Leave）

認証ポリシーに従ってこの設定を指定する

エイリアスのパターン マッチ（Alias pattern match）

（[クラスタの完全修飾ドメイン名（Cluster Fully Qualified Domain Name）] のエン
タープライズ パラメータによって、フォーマットされた @domain アドレスは Unified
CM で動作します）
正常に一致する場合
（On successful match）
転送先ゾーン（Target zone）
状態（State）

4.

停止（Stop）
CUCM ネイバー
有効（Enabled）

[検索ルールの作成（Create search rule）] をクリックします。
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詳細については、『Expressway Administrator Guide（Expressway 管理者ガイド）』の「ゾーンとネイバー
（Zones and Neighbors）」の項を参照してください。

URI からのポート情報を削除するためにトランスフォーメーションを作成。
このトランスフォーメーションは <uri>:<port> 形式で Unified CM から受信される URI に一致し、それらを <uri>
に変換するために任意のポート情報を削除します。
1.
2.
3.

[設定（Configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [トランスフォーメーション（Transforms）] に移動します。
[新規（New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。
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プライオリティ（Priority）
説明（Description）
パターン タイプ
（Pattern type）
パターン文字列
（Pattern string）
パターン動作
（Pattern behavior）
文字列の置換
（Replace string）
状態（State）

4.

5 などの高いプライオリティを指定します（このトランスフォーメーションのプライオリティは、ネイバー
ゾーンの検索に適用されるすべてのトランスフォーメーションの前である必要があります）
ポート情報を削除します
Regex
例：（.+）:.*
置換（Replace）
例：\1
有効（Enabled）

[トランスフォーメーションの作成（Create transform）] をクリックします。
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Lync サーバのドメイン スタティック ルートを設定
ここでは「Lync ゲートウェイ」Expressway にビデオ ドメインへのコールをルーティングするドメイン スタティック
ルートを設定します。
このルートは、存在する場合、ディレクタ（プール）に存在します。それ以外の場合は、FEP（プール）に存在します。

「Lync ゲートウェイ」Expressway にコールをルーティングするようにスタティックルー
トを設定
1.

Lync から「Lync ゲートウェイ」Expressway へのスタティック ルートを作成
「New-CsStaticRoute」コマンドを次のパラメータとともに使用します。
$=：この特定の新しいルートを参照するラベル。
-TLSRoute：ルートが TLS であることを指定します（推奨）。
-TCPRoute：ルートが TCP であることを指定します。
-Destination：TLS ルートにおける「Lync ゲートウェイ」Expressway のクラスタ FQDN。TCP ルートの場
合は、IP アドレスを使用します。
-MatchUri：「Lync ゲートウェイ」Expressway が権限をもつ SIP ドメイン。
-Port：ネイバーに使用するための TLS/TCP ポート。Expressway 上の B2BUA 詳細設定で [Lync コール
通信のための B2BUA 上のポート（Port on B2BUA for Lync call communications）] として設定されたポー
トである必要があります（デフォルトは 65072）。
-UseDefaultCertificate：TLS を使用する場合、フロントエンドに割り当てられたデフォルト証明書を使
用ために指定します（$true にする必要があります）。TCP を使用する場合は、このスイッチを指定しないでく
ださい。
たとえば、TLS 用：
C:\Users\administrator.CISCOTP> $Route1=New-CsStaticRoute -TLSRoute -Destination
"lyncexp.ciscotp.com" -MatchUri "vc.ciscotp.com" –Port 65072 -UseDefaultCertificate
$true

たとえば、TCP 用：
C:\Users\administrator.CISCOTP> $Route1=New-CsStaticRoute -TCPRoute -Destination
"10.0.0.2" -MatchUri "vc.ciscotp.com" –Port 65072

2.

スタティック ルートを割り当てます。
「Set-CsStaticRoutingConfiguration」コマンドを次のパラメータとともに使用します。
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-Identity：ルートの適用先を指定します。これは、グローバル レベルにするか、特定のプールに設定する
ことができます。
-Route @{Add=}：アイデンティティに割り当てるための（前に定義された）ルート。（括弧は「波括弧」である
ことに注意してください）。
次に例を示します。
C:\Users\administrator.CISCOTP> Set-CsStaticRoutingConfiguration -Identity global Route @{Add=$Route1}

3.

スタティック ルートの割り当てを確認します。次のコマンドを使用します。
Get-CsStaticRoutingConfiguration | Select-Object -ExpandProperty Route

次の点に注意してください。
Lync サーバがコールをルーティングしようとする場合、最初に、その Lync サーバのすべての登録で、次の確
認をします。
• コールされた URI と一致する登録が見つかると、コールはそのデバイスに送信されます。または、複数の登
録が存在する場合は、コールは URI と一致するすべての登録済みデバイスに分岐されます。
• 登録がない場合は、Lync サーバはスタティック ドメインのルートを確認し、このドメインに対してドメインの
ルートがある場合は、Lync サーバは指定された宛先にそのコールをルーティングします。
 スタティック ルートがセットアップされると、Expressway は Lync が処理できないドメインへのすべての要求を
受け取るため、間違ってダイヤルされた非常に大量のトラフィックを受信する可能性があります。



設定のテスト
Lync サーバに登録された Lync クライアントから、Unified CM に登録されたエンドポイントへのコールをテストし
ます。たとえば、Lync サーバに登録された Lync クライアントから david.jones.office@vc.ciscotp.com にコール
します。

Microsoft Lync および Cisco Expressway 導入ガイド（X8.2）

ページ 56 / 87

Microsoft Edge サーバと Expressway TURN 機能を有効化

Microsoft Edge サーバと Expressway TURN 機能を
有効化
Microsoft 相互運用性オプション キーが「Lync ゲートウェイ」Expressway にインストールされていることを確認
します。
Edge サーバを介した Lync クライアントとのコール接続を有効にするには、B2BUA で、TURN が有効になった
状態で Expressway-E をポイントするように TURN サービスを適切に設定する必要があります。
1.
2.
3.

[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [B2BUA TURN サーバ（B2BUA TURN servers）] に移動し
ます。
[新規（New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。
TURN サーバ アドレス
（TURN server address）

TURN が有効になっている Expressway-E の IP アドレス。
（単一の Expressway のみ。クラスタからの唯一のピアである可能性があります。）

TURN サーバ ポート
（TURN server port）

3478
TURN 要求をリスニングしている Expressway E 上のポート。
大規模なシステムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルト
の範囲は 3478 ～ 3483 です。

説明（Description）
TURN サービス ユーザ名と
TURN サービス パスワード

4.
5.
6.
7.

この TURN サーバの説明（オプション）。
TURN サーバにアクセスするためのユーザ名とパスワード。

[アドレスの追加（Add address）] をクリックします。
追加の TURN サーバが必要な場合は、上記の手順を繰り返します。
[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA] > [Microsoft Lync] > [設定（Configuration）] に移動します。
フィールドを次のように設定します。
TURN サービスを提供（Offer TURN Services）

8.

Yes

[保存（Save）] をクリックします。
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TLS を使用して Unified CM へ Expressway を接続
この手順では、Expressway と Unified CM 間で TCP 相互接続を使用して、すでに設定されて動作しているシス
テムを把握し、TCP の代わりに TLS を使用するようにその接続を変換する方法を説明します。このプロセスには、
次の作業が必要です。
Unified CM と Expressway 間の信頼証明書を確認
Unified CM で SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定
TLS を使用するように Unified CM トランクを Expressway へ更新
TLS を使用するように Expressway のネイバー ゾーンを Unified CM へ更新






Unified CM と Expressway 間の信頼証明書を確認
Unified CM と Expressway で TLS 相互接続を確立するために、次を考慮します。
Expressway と Unified CM の両方で、ロードされた有効なサーバ証明書が必要です（Expressway のデフォ
ルトのサーバ証明書を有効なサーバ証明書に置き換える必要があります）
Expressway は Unified CM のサーバ証明書を信頼する必要があります（Unified CM サーバ証明書のルート
CA を Expressway にロードする必要があります）
Unified CM は、Expressway のサーバ証明書を信頼する必要があります（Expressway サーバ証明書のルー
ト CA を Unified CM にロードする必要があります）





証明書のロード、および証明局（CA）から証明書を取得するために Expressway で CSR を生成する手順の詳
細については、『Expressway Certificate Creation and Use Deployment Guide（Expressway の証明書の作
成および使用導入ガイド）』を参照してください。
クラスタ化された環境では、個別のピア/ノードそれぞれに CA 証明書とサーバ証明書をインストールする必要が
あることに注意してください。
実稼働環境で自己署名証明書を使用しないことを強く推奨します。

Expressway にサーバ証明書と信頼証明書をロード
Expressway サーバ証明書
Expressway で、サーバ証明書は 1 つだけです。デフォルトでは、このサーバ証明書は一時的な認証局によって
署名された証明書です。この証明書を信頼できる認証局が生成した証明書に置き換えることを推奨します。
サーバ証明書をアップロードするには、次の手順を実行します。
1.
2.

[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。
[新規証明書のアップロード（Upload new certificate）] セクションの [参照（Browse）] ボタンを使用して、
サーバ証明書の PEM ファイルを選択しアップロードします。
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3.

証明書署名要求（CSR）を生成するために外部システムを使用する場合、サーバ証明書を暗号化するために
使用されたサーバ秘密キーの PEM ファイルもアップロードする必要があります。（Expressway を使用して、
このサーバ証明書用の CSR が作成された場合、秘密キー ファイルは、前もって自動的に生成および保存さ
れます）。
• サーバ秘密キーの PEM ファイルをパスワードで保護する必要はありません。
• 証明書署名要求の進行中は、サーバ秘密キーをアップロードできません。
4. [サーバ証明書データをアップロード（Upload server certificate data）] をクリックします。
Expressway の信頼できる CA 証明書
[信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）] ページ（[メンテナンス（Maintenance）] > [セキュリティ証明書
（Security certificates）] > [信頼できる CA 証明書（Trusted CA certificate）]）で、この Expressway が信頼する
証明局（CA）の証明書のリストを管理できます。Expressway への TLS 接続で証明書検証が必須の場合、
Expressway に示される証明書は このリスト内の信頼できる CA によって署名され、ルート CA への完全な信頼
チェーン（中間 CA）が存在する必要があります。
Unified CM サーバ証明書のルート CA を Expressway の 信頼できる CA 証明書のリストにロードする必要が
あります。
1 つまたは複数の CA 証明書を含む新しいファイルをアップロードするには、必須の PEM ファイルを参照するた
めに [参照（Browse）] をクリックし、[追加できる CA 証明書（Append CA certificate）] をクリックします。この手
順によって、CA 証明書の既存のリストに新しい証明書を追加します。特定の発行者およびサブジェクトの既存の
証明書を交換する場合は、手動で前の証明書を削除する必要があることに注意してください。
この Unified CM と通信するすべての Expressway で、このプロセスを繰り返します。

Unified CM にサーバ証明書と信頼証明書をロード
Unified CM のための証明書管理を、[Cisco Unified OS 管理（Cisco Unified OS Administration）] アプリケー
ションで実行します。
すべての既存の証明書は、[セキュリティ（Security）] > [証明書管理（Certificate Management）] で一覧表示さ
れます。サーバ証明書のタイプは certs であり、信頼できる CA 証明書のタイプは trust-certs です。
Unified CM サーバ証明書
デフォルトでは、Unified CM に自己署名サーバ証明書 CallManager.pem がインストールされます。この証明
書を信頼できる認証局から生成された証明書に置き換えることを推奨します。
Unified CM の信頼できる CA 証明書
（まだロードされていない場合）Expressway の証明書を発行した機関のルート CA 証明書をロードするには、
次の手順を実行します。
1.
2.

[証明書/証明書チェーンのアップロード（Upload Certificate/Certificate chain）] をクリックします。
[CallManager-trust] の [証明書名（Certificate Name）] を選択します。
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3.
4.

[参照（Browse）] をクリックし、Expressway 証明書を発行した機関のルート CA 証明書を含むファイルを選択します。
[ファイルのアップロード（Upload File）] をクリックします。

Expressway と通信するすべての Unified CM サーバで、このプロセスを繰り返します。これは、通常、
CallManager サービスを実行しているすべてのノードです。

Unified CM で SIP トランク セキュリティ プロファイルを設定
Unified CM で、次の手順を実行します。
1.
2.
3.
4.

[Cisco Unified CM の管理（Cisco Unified CM Administration）] を選択し、[移動（Go）] をクリックしてログイ
ンします。
[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）] を選択します。
[新規追加（Add New）] をクリックします。
フィールドを次のように設定します。
名前（Name）
説明（Description）
デバイス セキュリティ モード
（Device Security Mode）
着信転送タイプ（Incoming
Transport Type）
発信転送タイプ（Outgoing
Transport Type）
ダイジェスト認証を有効化
（Enable Digest
Authentication）
X.509 のサブジェクト名
（X.509 Subject Name）

これが暗号化されたプロファイルであることを示す名前。
必要に応じて説明テキストを入力します。
暗号化。
TLS。
TLS。
オフのままにします。

Expressway の証明書内で Expressway が提供するサブジェクト名またはサブジェクトの代
替名を指定します。Expressway クラスタでは、すべてのピアの証明書に含まれるすべての
名前が、このリストに含まれることを確認します。複数の X.509 名を指定するには、スペー
ス、カンマ、セミコロン、またはコロンでそれぞれの名前を区切ります。
5061

着信ポート（Incoming Port）
Unsolicited NOTIFY の許可 チェックボックスをオンにする
（Accept unsolicited
notification）
Replaces ヘッダーの許可
チェックボックスをオンにする
（Accept replaces header）
その他のパラメータ
その他すべてのパラメータをオフのままにします。
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5.

[保存（Save）] をクリックします。

TLS を使用するように Unified CM トランクを Expressway へ更新
Unified CM で、次の手順を実行します。
1.
2.
3.

[デバイス（Device）] > [トランク（Trunk）] に移動します。
[検索（Find）] を使用して、前の手順で Expressway へのトランク用に設定した [デバイス名（Device Name）]
を選択します。
次のフィールドを設定します。
[SIP 情報（SIP Information）] セクション
宛先ポート（Destination Port）
5061（DNS SRV を使用しない場合、つまり SRV レコードが正しく設定されているこ
とが確認できる場合）。
SIP トランク セキュリティ プロファイル 上記で設定したトランク プロファイルを選択します。
（SIP Trunk Security Profile）

4.
5.

その他のパラメータは、前の手順で設定したままにします。
[保存（Save）] をクリックします。
[リセット（Reset）] をクリックします。

TLS を使用するように Expressway のネイバー ゾーンを Unified
CM へ更新
TCP を使用して Unified CM と通信中でも、Unified CM ゾーンがアクティブであることを Expressway がリポー
トすることに注意してください。次の変更は、TLS 経由の通信を有効にするために必要です。
Expressway で、次の手順を実行します。
1.
2.

[設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動し、Unified CM への [ゾーン（zone）] を
選択します。
次のフィールドを設定します。
[SIP] セクション
ポート（Port）
トランスポート（Transport）
TLS 検証モード（TLS verify mode）
SIP 認証信頼モード（Authentication trust mode）
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3.

その他のパラメータは、前の手順で設定したままにします。
[保存（Save）] をクリックします。

TLS 接続が動作可能であることを確認
TLS の適切な動作を確認するには、Expressway のゾーン が、そのステータスがアクティブであることを報告し、
テスト コールを何回か発信することを確認します。
1.

Expressway のゾーンがアクティブであることを、次の手順で確認します。
a. [設定（Configuration）] > [ゾーン（Zones）] > [ゾーン（Zones）] へ移動します。
b. ゾーンの [SIP ステータス（SIP status）] を確認します。
ゾーンがアクティブでない場合、再度、Unified CM でトランクをリセットまたは再起動してください。
2. Expressway 経由でルーティングされたシステムから Unified CM 電話機にテストコールを発信します。
3. Unified CM 電話機から Expressway 経由でルーティングされるシステムにテストコールを発信します。

Expressway のネットワーク
Unified CM へネイバー設定された、この Expressway の背後に Expressway のネットワークがある場合は、
次のいずれかを考慮します。



Unified CM はネットワーク（「最適な」ルーティング モード）上のすべての Expressway の証明書を信頼する必
要があります。または、
Unified CM への Expressway のネイバー ゾーンはシグナリングを「常に」ルーティングする必要があります。
実際には、この手順では Unified CM へのゲートウェイとして、この Expressway を設定します。そして、これは
推奨されるオプションです。Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unified Communications
Manager （8.6.1 以降）のゾーンのプロファイルがシグナリングを「常に」ルーティングするように事前設定される
ため、使用されるゾーン プロファイルの 1 つを提供する追加の設定は必要ありません。

Unified CM に登録されたエンドポイントへの暗号化されたコール
Unified CM に登録されたエンドポイントは、「SIP セキュア プロファイル」を使用して、暗号化されたメディアおよ
びコール ネゴシエーションを提供するように設定される必要があります。このようなプロファイルがデフォルトでは
使用できない場合、[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [電話セキュリティ（Phone Security）] から
作成する必要があります。
Cisco CTL クライアントの使用とセキュアな通信のための Unified CM の設定の詳細については、「Securing
Cisco TelePresence Products（Cisco TelePresence 製品のセキュリティ保護）」を参照してください。
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付録 1：フェデレーション
この項では、Cisco Jabber に移行する目的で、Lync2010/2013 および Cisco インフラストラクチャと Cisco
Jabber 間の IM 、プレゼンス、音声とビデオの相互運用性を提供するように Expressway を設定する方法を説
明します。
パーティション化されたドメイン内フェデレーション
パーティション化されたドメイン内フェデレーションは、シングル プレゼンス/SIP ドメイン内の Unified
Communications システム間のエンタープライズ インスタント メッセージ（IM）、プレゼンス、音声とビデオの共有
です。ここでは、このモデルは Microsoft Lync から Cisco インフラストラクチャおよび Cisco Jabber への移行ツ
ールとして使用されます。
パーティション化されたドメイン間フェデレーション
パーティション化されたドメイン間フェデレーションは、異なるドメインとサブドメインを使用して導入された Unified
Communication システム間のエンタープライズ インスタント メッセージ（IM）、プレゼンス、音声とビデオの共有
です。ここでは、このモデルは Microsoft Lync から Cisco インフラストラクチャおよび Cisco Jabbe への移行の
補助として使用されます。

ソリューションの概要
このソリューションでは、Lync から着信するトラフィックを分割するために CPL を使用するディレクトリ Expressway
が必要です。次の図に示すように、ディレクトリ Expressway はオーディオ/ビデオ トラフィックを「Lync ゲートウェイ」
Expressway にルーティングし、IM&P トラフィックを Unified CM IM&P ノードにルーティングします。

Microsoft Lync および Cisco Expressway 導入ガイド（X8.2）

ページ 63 / 87

TLS を使用して Unified CM へ Expressway を接続

IM&P および音声/ビデオ（AV）シグナリングのフローを、次に示します。
1.
2.
3.

Lync のユーザは、コールまたは IM セッションを開始します。
Lync のフロントエンドは、コールまたは IM セッションを Expressway ディレクトリへルーティングします。
次のように、ディレクトリ Expressway 上の CPL は、SDP のイベント タイプとメッセージ ヘッダーに基づいてト
ラフィックを分割します。
a. 音声/ビデオ シグナリング：SIP AV インバイトを「Lync ゲートウェイ」Expressway に送信します。
b. IM&P シグナリング：IM SIP SIMPLE インバイトを Unified CM IM&P ノードに送信します。
4. 次のように、インバイトを Jabber クライアントへルーティングします。
a. 音声/ビデオ シグナリング：SIP AV インバイトを「Lync ゲートウェイ」Expressway と Unified CM 経由で
Jabber クライアントへルーティングします。
b. IM&P シグナリング：IM SIP SIMPLE インバイトは Unified CM IM&P 経由で Jabber クライアントに到達
します。
5. 次のように、ディレクトリ Expressway はシグナリング パスから自身を削除します。
a. 音声/ビデオ シグナリング：セッションは「Lync ゲートウェイ」Expressway で Lync のフロントエンドと
B2BUA 間で直接確立されます。
b. IM&P シグナリング：セッションは、Lync のフロントエンドと Unified CM IM&P ノード間で直接確立されます。
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IM およびメディアのパスは、次に示されるとおりです。

次の点に注意してください。
「Lync ゲートウェイ」Expressway は Microsoft SVC <> SVC または Microsoft SVC <> AVC の変換と暗号
化を行います。
Microsoft 相互運用性キーは「Lync ゲートウェイ」Expressway で必要です。




ディレクトリ Expressway を設定
ディレクトリ Expressway は適切な宛先に Lync のトラフィックを転送する機能を提供します。これは、Lync 2013
および Lync 2010 は、すべてのトラフィックの場合の外部ドメインへの単一スタティック ルートのみをサポートす
るため必要です。CPL は SIP メッセージを確認し、プレゼンスおよび IM メッセージを IM&P サーバへ送信しま
す。その他のすべてのメッセージは「Lync ゲートウェイ」Expressway に転送されます。
必要とされるディレクトリ Expressway の設定は、次のように要約されます。
1.

Expressway にインストールされるリッチ メディア セッションのライセンスがあることを確認します（[メンテナン
ス（Maintenance）] > [オプション キー（Option keys）]）。
最低 10 のリッチ メディア セッション ライセンスを推奨します。
ディレクトリ Expressway は、各コールを処理する際にライセンスを使用し、5 秒のタイムアウトになるまでそ
のライセンスを保持します。つまり、10 のリッチ メディア セッション ライセンスは 1 分あたり最大 120 コール
を許可します（10 x 60 秒/5）。
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2.
3.
4.

Lync のフロントエンド サーバへのピア 1 アドレス セットがある SIP ネイバー ゾーンを設定します。
[コール シグナリングの最適化（Call signaling optimization）] を [ON] に設定（[設定（Configuration）] > [コー
ル ルーティング（Call routing）]）することで、シグナリング パスから 自身を削除できます。
[コール ポリシー モード（Call Policy mode）] を[ローカル CPL（Local CPL）] に設定（[設定（Configuration）] >
[コール ポリシー（Call Policy）] > [設定（Configuration）]）し、次の例に基づいて CPL をアップロードします。

サンプル CPL
これは、ディレクトリ Expressway にロードする CPL の例です。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cpl xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:cpl" xmlns:taa="http://www.tandberg.net/cplextensions" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:cpl cpl.xsd">
<taa:routed>
<taa:rule-switch>
<!-- Route IM & presence messages SUBSCRIBE and PUBLISH direct to CUP -->
<taa:rule originating-zone="<To Lync Zone>" destination="(?!CUP_.+)(.*)" messageregex="((SUBSCRIBE|PUBLISH)(.*Event:(\s)*presence.*))|((.*m=message.*))">
<!-- Add CUP_ as a header to identify all messages destined for CUP.2010 Strip CUP_ in
search rule -->
<taa:location clear="yes" regex="(.*)" replace="CUP_\1">
<proxy />
</taa:location>
</taa:rule>
</taa:rule-switch>
</taa:routed>
</cpl>

<To Lync Zone> 要素は、Lync でポイントされるディレクトリ Expressway 上で作成したネイバーゾーンの名前
に置き換える必要があります。

Lync のスタティック ルートの設定を変更
Lync 環境から受信する SDP メッセージは、ディレクトリ Expressway によって分析される必要があるので、
Lync から受信するすべてのトラフィックは、該当の Expressway に転送される必要があります。したがって、
「Lync ゲートウェイ」Expressway のアドレスにコールをルーティングする Lync サーバで設定されるスタティック
ルートは、代わりにディレクトリ Expressway のアドレスにコールをルーティングするように変更する必要があります。
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付録 2：トラブルシューティング
トラブルシューティングのチェックリスト
Lync の統合により問題が発生した場合は、最初の障害検出を実行する際に、次のリストを使用することを推奨し
ます。これは、導入の基本設定およびステータスの潜在的な問題を明らかにするのに役立ちます。


ビデオ エンドポイントとインフラストラクチャ デバイスが最新のソフトウェアを実行していることを確認します。
これを行うことで、ビデオ環境と Lync の間の相互運用性に関する問題が発生する可能性が低減されます。
すべての「Lync ゲートウェイ」Expressway が、DNS 内のすべての Lync サーバの A レコード FQDN を正常
に検索できることを確認します（これには、ディレクタと FEP の両方が含まれます）。Expressway で [メンテナ
ンス（Maintenance）] > [ツール（Tools）] > [ネットワーク ユーティリティ（Network utilities）] > [DNS 検索（DNS
lookup）] を使用できます。
すべての Lync サーバが、DNS 内のすべての「Lync ゲートウェイ」Expressway ピア A レコード FQDN とクラ
スタ FQDN を正常に検索できることを確認します。各 Lync サーバで nslookup コマンドライン ユーティリティを
ローカルで使用できます。
B2BUA に Lync 環境および Expressway 両方を使用した接続があることを確認してください（[ステータス
（Status）] > [アプリケーション（Applications）] > [Lync の B2BUA（Lync B2BUA）] ページで、ステータス =
Alive が 両方に適した状態です）。






イベント ログでエラーを確認します。
イベント ログ（[ステータス（Status）] > [ログ（Logs）] > [イベント ログ（Event Log）]）を確認します。

コールのトレース
SIP / H.323 レベルでのコールのトレース
1.
2.
3.
4.

[メンテナンス（Maintenance）] > [診断（Diagnostics）] > [診断ログ（Diagnostics logging）] に移動します。
オプションで、[ロギング中に tcpdump を採取（Take tcpdump while logging）] を選択します。
[新規ログを開始（Start new log）] をクリックします。
（任意）マーカー テキストを入力して、[マーカーを追加（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 ファイルで関連するセクションを後で識別するのに役立ちます。
• 診断ログの進行中に、必要なだけマーカーを追加できます。
• マーカー テキストは「DEBUG_MARKER」タグと一緒にログに追加されます。
5. 診断ログでトレースするシステムの問題を再現します。
6. [ログの停止（Stop Logging）] をクリックします。
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7.

[ログのダウンロード（Download log）] をクリックして、ローカル ファイル システムに診断ログ アーカイブを保
存します。アーカイブを保存するように要求されます（実際の表現は、ブラウザによって異なります）。

ビデオ エンドポイントが Lync クライアント SDP をサポートしていない
ことをレポートする
ビデオ エンド ポイントが、Lync クライアント SDP をサポートしていないことをレポートする場合、たとえば、送信
元となる Lync マルチパート MINE SDP を含む SIP INVITE メッセージに「400 Unable to decode SDP」で応答
する場合は、次の手順を実行します。
1.
2.

Lync サーバが、着信 SIP メッセージを受け取る B2BUA IP ポートではなく、Expressway 着信 IP ポートにコ
ールを送信しているかどうかを確認します。
B2BUA IP ポートにコールを送信するように Lync サーバを再設定します。

Lync サーバへの TLS ネイバー ゾーンがアクティブで、メッセージが
Expressway から Lync サーバに送信されているが、Lync デバッグ
で Lync が Expressway への接続をオープンできないことが示される
ローカル ホスト名とドメイン名のフィールドを Expressway の [システム（System）] > [DNS] ページで設定する必
要があり、それにより、Expressway は通信で（IP アドレスではなく）Expressway のホスト名を使用できます。
Lync で Expressway への TLS 接続をオープンできるようにするには、Expressway のホスト名を使用する必要
があります。

Lync クライアントの開始済みコールが接続できない
コールが接続できない場合、エンドポイント、IP ゲートウェイ、MCU、または ISDN ゲートウェイが [Microsoft] モ
ードになっていないことを確認します。つまり、[標準（Standard）] または [自動（Auto）] モードになっていることを
確認します。（H.323/SIP トレースから、デバイスが [Microsoft] モードであることを示すものは、デバイスからの
200 OK のコンタクト ヘッダーにある [proxy=replace] フィールドのプレゼンスです）。

Lync が INVITE に「488 Not acceptable here」で応答する
このメッセージが表示される理由として、次の 2 つが考えられます。
IP アドレスから
通常、これは SIP INVITE の「From」ヘッダーにエンドポイントの IP アドレス（たとえば、"From：<sip:10.10.2.1>;
tag=d29350afae33"）だけが含まれている場合に、B2BUA が INVITE を標準ベースのビデオ エンドポイントか
ら転送する場合に発生します。通常は、エンドポイントで SIP URI の設定に誤りがあるために起こります。B2BUA
の今後のバージョンでは、この問題を防止するため、必要に応じて「From」ヘッダーが操作されるようになります。
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暗号化の不一致
488 の理由を参照してください。暗号化レベルが一致しないことが示されている場合は、次のように、暗号化を適
切に設定したことを確認してください。



「Lync ゲートウェイ」Expressway は、Microsoft 相互運用性オプション キーがインストールされているか、または、
暗号化がサポートされるよう Lync が設定されている（または「DoNotSupportEncryption」として設定されてい
る）。暗号化サポートが Lync で変更されると、変更内容が Lync サーバ内を伝播するまで少し時間がかかりま
す。また、Lync クライアントはログオフしてから再びログインし直し、新しい設定を取得する必要があります。

コールが接続されるが、約 30 秒後に切断される
コールが接続されてもすぐに切断される場合は、200 OK への発信者の ACK 応答が適切にルーティングされて
いない可能性があります。これを解決するには、Expressway と Lync サーバがお互いの FQDN を DNS で解
決できるようにします。
Expressway から Lync サーバへのコールが失敗します：DNS サーバ
Expressway には、Lync プールとサーバの DNS 名に関する詳細情報が必要であるため、その DNS エントリの
1 つが、Lync プールおよび Lync サーバの FQDN を解決できる DNS サーバをポイントするよう設定されている
必要があります。
Expressway から Lync へのコールが失敗する：ハードウェア ロード バランサ
Lync 環境に、前段に HLB がある FEP が含まれている場合、Expressway が HLB に隣接していることを確認
します。FEP と直接隣接している場合、Expressway に対する信頼は FEP を使用して行われます。Expressway
はコール要求を FEP に送信しますが、FEP は ACK 応答が必ず HLB に送信されるよう、メッセージをレコード
ルーティングします。HLB に送信された ACK は Lync サーバで拒否されるため、FEP が ACK を検出できない
ことによる SIP タイムアウトの後、Lync はコールをクリアします。
（FEP に登録された、Lync クライアントから Expressway へのコールは、機能します）。

Edge サーバ経由で接続する外部 Lync クライアントを含むコールに
おけるメディア問題
RTP over TCP/UDP
Edge サーバは TCP と UDP の両方による RTP メディアをサポートしますが、B2BUA と標準ベースのビデオ
エンドポイントは RTP over UDP だけをサポートします。Edge サーバ、および Edge サーバがメディア トラフィッ
クを通過させるすべてのファイアウォールは、RTP over UDP だけでなく RTP over TCP の通過も許可するよう、
再設定が必要になることがあります。

Microsoft Lync および Cisco Expressway 導入ガイド（X8.2）

ページ 69 / 87

TLS を使用して Unified CM へ Expressway を接続

ICE ネゴシエーションの失敗
通常、これは理由ヘッダー「failed to get media connectivity」を持つ BYE を使用してコールをクリアすることに
よって検出できます。
ビデオ エンドポイントは UDP メディアのみをサポートします。通常、ICE は次の 3 つの候補を提供します。




ホスト（プライベート IP）
Server Reflexive（エージェントを提供しているメディアに対してローカルなファイアウォールの外部にある IP
アドレス。B2BUA または Lync Client）
TURN サーバ（通常は、Edge サーバ/Expressway-E）

エンドポイントがファイアウォールで保護されている場合に ICE が機能するには、エンドポイントが少なくとも 1 つ
の公式にアクセス可能なアドレス（Server Reflexive アドレスまたは TURN サーバ アドレス）を提供する必要が
あります。これは B2BUA がメディアの試行と送信の両方を行うために使用されますが、Expressway-E の
TURN サーバに送信されるバインド要求の検証にも使用されます。バインド要求は、「既知」の IP アドレスから
要求が送信された場合にのみ、TURN サーバで受け入れられます。
Lync INVITE が UDP のホスト候補だけを提供する場合は、次のようになります。
a=candidate:1 1 UDP 2136431 192.168.1.7 30580 typ host
a=candidate:1 2 UDP 2135918 192.168.1.7 30581 typ host
a=candidate:2 1 TCP-ACT 1688975 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580
a=candidate:2 2 TCP-ACT 1688462 192.168.1.7 30580 typ srflx raddr 192.168.1.7 rport 30580

UDP 候補は 1 つだけで（1 つは RTP 用、もう 1 つは RTCP 用の 2 行）、それらはホスト用です（プライベートで
あり、Expressway アドレスでルーティング不能の可能性あり）
そして、B2BUA の応答例は、次のようになります。
a=candidate:1 1 UDP 2136431 84.233.149.125 56056 typ host
a=candidate:1 2 UDP 2136430 84.233.149.125 56057 typ host
a=candidate:4 1 UDP 1677215 194.100.47.5 60000 typ relay raddr 84.233.149.125 rport 56056
a=candidate:4 2 UDP 1677214 194.100.47.5 60001 typ relay raddr 84.233.149.125 rport 56057

ホストとリレーの両方の候補が提供されます。
どちらのデバイスも他のプライベート（ホスト）アドレスに到達することはできず、Lync クライアントが Expressway-E
TURN サーバにバインドしようとすると、要求はプライベート アドレスではなく、Server Reflexive アドレスから行
われ、Lync クライアントはどの IP アドレスであるかを B2BUA に伝えないため拒否されます。
このため、このシナリオが機能するようにするには、Lync クライアントが少なくとも 1 つのパブリック アドレスを
UDP メディアで提供するよう、Lync サーバと Microsoft Edge サーバを設定する必要があります。
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上記のシナリオでは、Server Reflexive のアドレスが、ホスト アドレスと同じように見える場合、B2BUA は
Server Reflexive のアドレスを提供しない可能性があります。
エンドポイントと Lync の間のコールが理由「ice processing failed」で失敗する
Expressway での検索履歴に、コールが「ice processing failed」で失敗したことが示されている場合、B2BUA
とリモート Lync デバイスの間の ICE 接続チェックが失敗したことを意味しています。
Expressway-E 上の TURN サーバが有効になっており、TURN ユーザの資格情報が Expressway-E と
B2BUA の設定で適切に一致することを確認します。この失敗は、B2BUA、Expressway-E/TURN サーバ、およ
び遠隔 TURN サーバ/Microsoft Edge の間の STUN/TURN パケットのネットワーク接続問題を示している場合
もあります。

片方向メディア：Lync クライアントから Expressway 登録エンドポイント
Microsoft Edge サーバを使用している場合
Lync クライアントが Microsoft Edge サーバから Lync に登録される場合、通常、Lync クライアントが宣言するロ
ーカル IP アドレスとポートはプライベートであり、ルーティング不能です（Lync クライアントがファイアウォールの
背後にあり、パブリック IP アドレスに登録されていない場合）。メディアのルーティングに使用する代替アドレスを
特定するために、Lync クライアントは SDP 候補回線を使用します。
Microsoft Edge サーバを通過するコールは、Microsoft 相互運用性オプション キーが「Lync ゲートウェイ」
Expressway に適用されている状態で B2BUA を使用し、ビデオ アーキテクチャに TURN が有効になった
Expressway-E が含まれ、B2BUA が TURN サーバを使用するように設定されている場合にサポートされます。
Lync の前段にハードウェア ロード バランサを使用する場合
Expressway は Lync クライアントから受け取る INVITE/OK のアプリケーション部分を変更して、従来の SIP
SDP メッセージングと互換性を持つようにします。Expressway がこれを行うのは、コールが Lync から着信した
と認識した場合だけです。片方向メディア（Lync クライアントから Expressway 登録エンドポイントにのみ送信さ
れるメディア）に問題がある場合、検索履歴を確認して、Lync の信頼できるホストから、コールが着信することを
確認します。その他の場合は、コールはロード バランサではなく、FEP から送信されることがあります。「「Lync
ゲートウェイ」Expressway の設定（パート 2）[p.42]」を参照し、FEP の IP アドレスを含む Lync の信頼できるホ
ストを設定します。
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Lync が、Expressway ゾーンの OPTIONS チェックを「401
Unauthorized」および INFO メッセージ「400 Missing Correct Via
Header」で拒否する



「400 Missing Correct Via Header」という応答がある場合、Lync がメッセージの送信元を信頼していないこと
を意味しています。
OPTIONS に対する「401 Unauthorized」という応答は、Lync が OPTIONS メッセージの送信元を信頼してい
ないという、別のことを示しています。

このマニュアルですでに説明したとおり、これらのメッセージを送信する Expressway を信頼するように、Lync 環境
が構成されていることを確認します。
これは、ロード バランサが Lync の前段で使用され、Expressway を許可するように Lync が設定されている場
合にも発生する可能性があります。この場合、Lync は Expressway からではなく、ハードウェアのロード バラン
サからコールが着信したと認識します。

Lync クライアントが「Connecting …」状態になる
Lync クライアントは、コールに使用するデバイスから RTP（メディア）を受け取るまで、接続済み状態に変化しません。

発信者が許可される必要のある、PSTN または他のデバイスへのコー
ルが「404 not found」のエラーメッセージを出して失敗します。
一部の Lync 設定では（特に Lync PSTN ゲートウェイが使用されている場合には）、発信側が許可されている
場合にのみ、コールが許可されます。したがって、発信側のドメインは、Lync サーバ ドメインである必要がありま
す。これにより、エンドポイントは Lync のドメインと同じであるドメインを持つビデオ ネットワークに登録する必要
があることを意味します。

Lync クライアントは Expressway-E に登録しようとします。
Expressway へのコールをルーティングするために、次の順序で、通常、SIP ビデオ エンドポイントは DNS SRV
レコードを使用します。




_sips._tcp.<domain>
_sip._tcp.<domain>
_sip._udp.<domain>

Lync クライアントは、次を使用します。
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_sipinternaltls._tcp.<domain> ：内部 TLS 接続用
_sipinternal._tcp. <domain> ：内部 TCP 接続用（TCP が可能な場合のみ）
_sip._tls. <domain>
：外部 TLS 接続用

Lync クライアントは、Edge サーバへの TLS 接続のみをサポートします。_sip._tcp.<domain> DNS SRV
レコードは Expressway-E に使用する必要があります。

B2BUA に関する問題
B2BUA Lync サーバのステータスが「不明（Unknown）」または「不明なエラー
（Unknown failure）」とリポートします。
Expressway アプリケーションが Lync の信頼できるアプリケーション プールに追加され、ポート 65072 経由で
Expressway B2BUA に接するように設定されていることを確認します。詳細については、「Lync ゲートウェイ」
Expressway を信頼 [p.39]」を参照してください。

Lync に関する問題
Lync サーバで間違っている可能性がある設定の特定に役立つように Lync Server 「ベスト プラクティス アナラ
イザ」を実行します。
Lync Server 2010 の詳細とダウンロードについては、http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=4750、Lync Server 2013 については、http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=35455 に記載されています。

証明書に関する問題
Lync で使用する Expressway に読み込む証明書の作成に、Lync 以外のアプリケーションを使用した場合は、
[サブジェクト名（Subject name）] と [サブジェクト名の別名（Subject Alternate Name）] に含まれる詳細が、証明
書が Lync で作成された場合と同じになっていることが重要です。
特に、[サブジェクト名（Subject name）] と [サブジェクト名の別名（Subject Alternate Name）] の両方が使用され
ている場合、[サブジェクト名（Subject name）] に入力された名前が、[サブジェクト名の別名（Subject Alternate
Name）] 一覧にも表示される必要があります。
『VCS Certificate Creation and Use Deployment Guide（VCA の証明書作成および使用導入ガイド）』も参照し
てください。
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付録 3：Lync でのデバッグ
Lync Server ログ ツールの使用
デバッグのためには、適切な Lync プールでログを有効にすることが重要です。Lync ディレクタを使用している場
合は、ここから開始することを推奨します。
Lync から SIP メッセージに含まれるレコードルート ヘッダーを確認すると、コールに関係する FEP とディレクタ
が特定されます。
1.

Lync Server で [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] >
[Lync Server ログ ツール（Lync Server Logging Tool）] を選択します。

2.

ログ オプションを選択します。たとえば、SIPStack を選択すると、SIP ログを確認することができます。（ログ
ツールの詳細については、http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg558599.aspx を参照してください）。
[ログの開始（Start Logging）] をクリックします。
コールを発信するか、デバッグが必要な機能を実行します。

3.
4.
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5.
6.
7.

[ログの停止（Stop Logging）] をクリックします。
[ログ ファイルの解析（Analyze Log Files）] をクリックします（Lync Server Resource Kit Tools のインストー
ルを求められた場合はインストールします）。
トレースを確認します。

Lync クライアントのデバッグを有効化
Lync クライアントが正常に動作しない場合は、ログを有効にして SIP メッセージおよびその他のログを確認する
ことができます。
1.
2.

[ツール（Tools）] > [オプション（Options）] を選択します。
[全般（General）] タブを選択します。
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3.

[ログ（Logging）] セクションで、次の手順を実行します。
a. [Lync でログをオンにする（Turn on logging in Lync）] を選択します。
b. [Lync の Windows イベント ログをオンにする（Turn on Windows Event logging for Lync）] を選択します。

ログ ファイルは c:\Documents and Settings\<user>\Tracing にあり、<user> は Windows ログインのログ
イン名です。
.uccplog ファイルはテキスト エディタで表示でき、Lync のリソース キット「snooper.exe」が提供するアプリケー
ションで（より詳しく）表示できます。
Windows のイベント ログは、Windows イベント ビューアを使用して表示することができます。
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付録 4：相互運用機能と制限事項
既知の相互運用機能
音声コールからビデオ コールへのスピードアップ
Lync クライアントから Unified CM に登録されたビデオ エンドポイントに音声コールが発信され、その後このコー
ルをビデオ コールに拡張するために [ビデオ（Video）] ボタンが選択されると、ビデオ エンドポイントでコールのス
ピードがビデオ用に正しく上昇します。
Lync クライアントが H.323 エンドポイントと相互運用するときに、エンドポイントが BRQ を送信して接続帯域幅
を下げるする前にスピードアップ要求が発生した場合は、コールは音声からビデオにのみスピードが上昇します。

コールの最大解像度
AVC 変換コールへの SVC の最大解像度は 720p 30fps です。

既知の相互運用の制限事項
ビデオ コーデック
Lync2010 が使用されている場合、Unified CM に登録されたビデオ エンドポイントは H.263 をサポートする必
要があります。これはエンドポイントと Lync クライアントがサポートする共通のビデオ コーデックです。（Lync クラ
イアントは H.264 をサポートしません）。
Apple Mac OS X 向けの Lync 2010 クライアントは非標準ベースのビデオ コーデック（H.263 または H.264）
である RTVideo のみをサポートします。このクライアントと標準ベースのビデオ エンドポイントの間にビデオ
コールを発信するには、RTVideo と H.263/H.264 の間の変換に Cisco AM GW が必要です。
ビデオ コーデックの選択
B2BUA が、SDP なしのコール、つまり、コールで使用できるコーデックのリストがないコール（H.323 から相互運
用されているコールなど）を受信した場合、Lync は SDP のない INVITES をサポートしないため、B2BUA は
Lync が選択できるコーデックの「事前設定」リストを使用して SDP を設定する必要があります。
したがって、提供され、選択されるコーデックには、エンドポイントで選択されるはずの最適なコーデックが反映さ
れない場合があります。
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「事前設定」SDP の変更
事前設定 SDP の設定値は、xConfiguration Zones Zone [1..1000] [Neighbor/DNS]
Interworking SIP コマンドを使用して、CLI のみから設定可能です。

MXP エンドポイント
MXP エンドポイントから Lync 2013 H.264 SVC へのビデオは 15fps に制限されています（他のエンドポイント
でのビデオは 30fps です）。

Lync 会議（AV MCU）への参加
3 番目のエンドポイントが Unified CM に登録されたエンドポイントの場合、あるいは Unified CM に登録された
エンドポイントがすでにコール内にあり、別の Lync クライアントがコールに導入されていると、コールに参加する
サード パーティを招待するために Lync クライアントを使用しても動作しません。
その理由は、Lync クライアントがコールに参加するサード パーティを招待する場合、Lync クライアントは
Microsoft 専用メッセージング（SIP メッセージ内の xml）を使用して会議を作成しようとするためです。これは標
準ベースのビデオ エンドポイントではサポートされません。

音声コールからビデオ コールへのスピードアップ
Lync クライアントが H.323 エンドポイントとインターワーキングし、エンドポイントが BRQ を送信して接続帯域幅
を下げるする前にスピードアップ要求が発生した場合、コールは音声からビデオにのみスピードが上昇します。

Microsoft Mediation Server
Microsoft Mediation Server へのコールは、コールを開始した SIP の Expressway ビデオ ネットワーク内のエ
ンドポイントからは機能しますが、インターワークしている H.323 が開始したコールでは機能しません（Mediation
Server は接続先番号の空き状況を確認するために送信される Expressway INFO メッセージに応答しません）。
Mediation Server へルーティングされる番号の形式が Expressway に設定できる場合は、回避策が使用できます。
回避策は、「Lync ゲートウェイ」Expressway から Lync サーバに異なるゾーンを介して、次のようにコールを送
信することです。
1.
2.

新しいネイバー ゾーンを作成し、[ゾーン プロファイル（Zone profile）] フィールド で [カスタム（Custom）] を選
択します。
「表 1：Mediation Server の制限事項を回避するためのカスタム ネイバー ゾーンの属性 [p.79]」に示される
値を用いてゾーンを設定します。
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3.

4.

1 つまたは複数の検索ルールを、正しいプライオリティを用いて、Mediation Server へのコールの適正なサブ
セットを、標準「B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ」ゾーンではなく、新しいゾーン経由でルーティング
するというように、設定します。
「B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ」ゾーンでの検索ルールで [正常に一致する場合（On successful
match）] アクションを [停止（Stop）] から [継続（Continue）] へ変更する必要がある場合もあります。「Lync に
Lync ドメインへのコールをルーティングするための検索ルールを設定 [p.45]」を参照してください。

表 1：Mediation Server の制限事項を回避するためのカスタム ネイバー ゾーンの属性
Lync サーバ ゾーンの設定
（Lync Server zone configuration）
Yes
ピア ステータスのモニタ（Monitor peer status）
コール シグナリング ルーティング モード（Call signaling routed mode） Auto
H.323 検索に自動的に応答（Automatically respond to H.323
オフ（Off）
searches）
SIP 検索に自動的に応答（Automatically respond to SIP searches）
オン（On）
相互運用されるコール用に空の INVITE を送信
オフ（Off）
（Send empty INVITE for interworked calls）
SIP Poison モード（SIP poison mode）
オン（On）
Microsoft
SIP 暗号化モード（SIP encryption mode）
SIP SDP 属性回線制限モード（SIP SDP attribute line limit mode）
オン（On）
SIP SDP 属性回線制限の長さ（SIP SDP attribute line limit length） 130
SIP マルチパート MIME 削除モード（SIP multipart MIME strip mode）
オン（On）
SIP UPDATE 削除モード（SIP UPDATE strip mode）
オン（On）
相互接続 SIP 検索戦略（Interworking SIP Search Strategy）
情報（Info）
SIP UDP/BFCP フィルタ モード（SIP UDP/BFCP filter mode）
オフ（Off）
SIP デュオ ビデオ フィルタ モード（SIP Duo Video filter mode）
オン（On）
SIP レコード ルート アドレス タイプ（SIP record route address type） ホストネーム（Hostname）
SIP プロキシ - ヘッダー削除リストが必要（SIP Proxy-Require
<空白>
header strip list）
設定

Lync クライアントが音声デバイスがないとレポートする
Lync クライアントで再開を選択したときに、音声デバイスが設定されていないというエラーが発生することがあり
ます。Lync クライアントの指示に従い音声デバイスを更新すると、再開が動作します。
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付録 5：ポートの参照
以下にリストされたポート番号はデフォルトのポート値です。実際の導入で使用される値は変更されることがあり
ます。たとえば、レジストリ設定の変更、Lync や Lync クライアントでのグループ ポリシーからの変更、Expressway
（[アプリケーション（Applications）] > [B2BUA]）での設定などで、値が変更されます。
B2BUA と Lync の間
目的
Lync Server へのシグナリング

プロトコル
（Protocol）
TLS

Lync Server からのシグナリング

TLS

メディア（Lync B2BUA は別の「Lync ゲートウェイ」Expressway で導入され UDP
る必要があるため、標準トラバーサル メディア ポートの範囲と競合しない必
要があります。）

B2BUA の Lync の IP ポート
IP ポート
65072
5061（Lync シグナ
リング宛先ポート）
65072
Lync のエフェメラ
ル ポート
56000 ～
Lync クライアント
57000
のメディア ポート

B2BUA と Expressway 間（内部通信）
目的
Expressway アプリケーションを用いた内部通信

プロトコル（Protocol） B2BUA の IP ポート Expressway の IP ポート
TLS
65070
SIP TCP の発信ポート

TURN サーバをホストする B2BUA と Expressway 間
目的
すべての通信

プロトコル（Protocol）
UDP

B2BUA の IP ポート
56000 ～ 57000

Expressway-E の IP ポート
3478（メディア/シグナリング） *

ファイアウォールが B2BUA から Expressway-E へのデータ トラフィックを許可するように開いていることを確認します。
*大規模システムで、TURN 要求のリスニング ポートの範囲を設定できます。デフォルトの範囲は 3478 ～ 3483 です。
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外部 Lync クライアントと Edge サーバ
目的
Lync クライアントと Edge Server 間でシグナリングのために使用される
SIP/MTLS（Edge Server へのすべての ICE メッセージングを含む）
SIP/TLS
STUN
UDP メディア

プロトコル
（Protocol）
TCP

Edge
サーバ
5061

Lync クライ
アント
5061

TCP
UDP
UDP

443
3478
50000 ～
59999
50000 ～
59999

443
3478
1024 ～
65535
1024 ～
65535

TCP

TCP メディア

外部 Lync クライアント/Edge サーバと Expressway E
目的
メディアが Expressway-E 経由で送信された場合の ICE
メッセージ（STUN/TURN）
Expressway-E 経由で送信された場合の UDP メディア

プロトコル
（Protocol）
UDP

Lync クライアント/
Edge サーバ
3478

Expressway-E

UDP

1024 ～ 65535

24000 ～ 29999

プロトコル
（Protocol）
TLS

B2BUA の IP
ポート
65080

トランスコーダ
（Transcoder）
5061

3478

B2BUA とトランスコーダ間
目的
トランスコーダ（Cisco AM GW）との B2BUA 通信
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付録 6：B2BUA 経由のコールに対するメディア パスお
よびライセンスの使用
SIP ビデオ エンドポイントへの Lync クライアント コール
次のタイプのコール：
シグナリングは、Lync、B2BUA および Unified CM を経由します。
メディアは Lync クライアントと B2BUA 間で直接接続されます。
メディアは内部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます（SIP から SIP へのコール）。
反対方向に発信されるコール、Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナリングとメディア
パスを使用します。
 ライセンス：
• 「Lync ゲートウェイ」Expressway の 1 つのリッチ メディア セッション ライセンス





シグナリング
メディア
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外部 Lync クライアントが内部 SIP ビデオ エンドポイントをコール
このシナリオでは、外部 Lync クライアント（alice.parkes）が内部ビデオ システム（david.jones.office）をコールし
ます。
シグナリングは Microsoft Edge Server、Lync、B2BUA、および Unified CM を経由します。
Lync クライアントと B2BUA 間のメディアは Microsoft Edge Server または Expressway-E TURN Server を
経由します。「最適」パスを判定するには ICE 検索を使用します。
 メディアは内部ビデオ エンドポイントと B2BUA 間で直接接続されます（SIP から SIP へのコール）。
 反対方向に発信されるコール、外部 Lync クライアントへの内部ビデオ エンドポイントは同じシグナリングとメ
ディア パスを使用します。
 ライセンス：
• 「Lync ゲートウェイ」Expressway の 1 つのリッチ メディア セッション ライセンス
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シグナリング
メディア
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付録 7：追加情報
Expressway の Lync へのコールを処理する TEL URI
エンドポイントが電話帳からユーザを選択するのではなく電話番号をダイヤルする場合、Unified CM は Lync で
電話番号を検索できるように番号を適切な形式にする必要があります。Lync は電話番号（TEL URL として知ら
れる）が +<country code><full dialed number> 形式であることを予期します。
Unified CM は、トランスフォーメーションを使用して電話番号を適切な形式にします。このようなトランスフォー
メーションは、[設定（configuration）] > [ダイヤル プラン（Dial plan）] > [トランスフォーメーション（Transforms）]
を使用してグローバルに実行されるか、適切な検索ルールにトランスフォーメーションを設定することにより、
Lync ネイバー ゾーンまたは B2BUA ネイバー ゾーンにのみ実行することができます。
たとえば、4 桁の内線番号を、英国にある電話番号が 781xxx という会社の完全電話番号に展開するには、
内線番号 1008 を +441344781008 に展開する必要があります。これは、次のようなトランスフォーメーションの
設定によって実行できます。
プライオリティ（Priority）
ソース（Source）
モード（Mode）

80（変換不要ルールよりも優先して適合されます。80 は 100 よりも優先度が高くなります）
任意（Any）
エイリアスのパターン マッチ（Alias pattern match）

パターン タイプ（Pattern type）
パターン文字列（Pattern string）

Regex
(1…)@ciscotp\.com(.*)

パターン動作（Patter behavior）
文字列の置換（Replace string）

置換（Replace）

正常に一致する場合
（On successful match）
ターゲット ゾーン（Target zone）

続行（Continue）

+44134478\1;@ciscotp.com;user=phone\2

B2BUA 経由で Microsoft Lync Server へ（To Microsoft Lync Server via B2BUA）
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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
3
2
1

日付（Date）
2014 年 6 月
2014 年 6 月
2013 年 12 月

説明（Description）
フェデレーションの情報を含むように X8.2 マニュアルを再発行。
X8.2 用に再発行。
初版。

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 および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標
です。シスコの商標の一覧は、こちらの URL でご覧いただくことができます：www.cisco.com/go/trademarks 。
その他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社
との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(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。
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